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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle8i JVMコマンドライン・ツールの構文について説明します。
                                                                             iii



このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

■ 第 1章「ツール」では、Oracle8i リリース 8.1.7における Java開発をサポートするすべて
のツールについて説明します。

■ 第 2章「下位互換性ツール」では、8.1.7では提供されていないが、8.1.6での既存の Java
開発では使用できるツールについて説明します。

表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアルは、次の表記規則に従っています。

Javaのコード例は次の表記規則に従っています。

固定幅フォント 固定幅フォントは、Javaプログラム名、ファイル名、パス名お
よびインターネット・アドレスを示します。

{ } 中カッコは文のブロックを示します。

// ダブル・スラッシュが先頭にある行は、行末までがコメントで
あることを示します。

/*  */ スラッシュ -アスタリスクとアスタリスク -スラッシュは、複数
の行にまたがるコメントであることを示します。 

... 省略記号（...）は、説明内容と関係のない文または句が省略され
ていることを示します。

lower case 小文字は、キーワード、1単語からなる変数名、メソッド名およ
びパッケージ名に使用します。

UPPER CASE 大文字は、定数名（static final変数）、および組込み SQLデータ
型にマッピングされている、提供されるクラス名に使用します。

Mixed Case 大文字と小文字の組合せは、クラス名とインタフェース名、複
数語からなる変数名、メソッド名およびパッケージ名に使用し
ます。クラス名とインタフェース名は、大文字で始まります。
複数語からなる名前の場合は、2番目以降の語も大文字で始まり
ます。
iv                                                                                         
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ツールツールツールツール

この章では、Oracle8i Java環境で使用するツールについて説明します。ツールは、UNIX
シェルまたはWindows NTのコマンド・プロンプトから実行します。

この章で説明するツールは次のとおりです。

■ スキーマ・オブジェクトのツール

■ Session Namespace Tools

■ Enterprise JavaBeanのツール

■ VisiBroker for Javaのツール

■ ネイティブ・コンパイルのツール

■ その他のツール群

注意注意注意注意 : ツール内で使用されている名前は、すべて大 /小文字の区別があ
ります。したがって、スキーマ、ユーザー名およびパスワードに大文字は
使用しません。
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スキーマ・オブジェクトのツール
スキーマ・オブジェクトのツールスキーマ・オブジェクトのツールスキーマ・オブジェクトのツールスキーマ・オブジェクトのツール
従来の Java仮想マシンのコンパイルおよびロード対象は Javaファイルでしたが、Aurora 
Java仮想マシンのコンパイルおよびロード対象はスキーマ・オブジェクトです。次の 3種類
の Javaスキーマ・オブジェクトがあります。 

■ Javaクラス・スキーマ・オブジェクト（Javaのクラス・ファイルに相当）

■ Javaソース・スキーマ・オブジェクト（Javaのソース・ファイルに相当）

■ Javaリソース・スキーマ・オブジェクト（Javaのリソース・ファイルに相当）

クラス・ファイルを Aurora Java仮想マシンで実行するには、loadjavaツールを使用し
て、クラス・ファイルまたはソース・ファイルから Javaクラス・スキーマ・オブジェクト
を作成し、スキーマにロードします。リソース・ファイルを Aurora Java仮想マシンにアク
セスできるようにするには、loadjavaでリソース・ファイルから Javaリソース・スキー
マ・オブジェクトを作成し、ロードします。 

dropjavaツールは、loadjavaツールの逆の処理を行います。つまり、Javaファイルに対
応するスキーマ・オブジェクトを削除します。loadjavaで作成した Javaスキーマ・オブ
ジェクトを削除するには、必ず dropjavaを使用します。SQL DDLコマンドで削除する
と、loadjavaおよび dropjavaで管理される補助データが更新されません。

ロード内容とロード時期ロード内容とロード時期ロード内容とロード時期ロード内容とロード時期
リソース・ファイルは必ず loadjavaでロードします。データベースの外で従来のコンパイ
ラを使用して .classファイルを作成した場合は、ファイルを loadjavaでロードする必
要があります。別の方法でクラス・ファイルをロードするには、ソース・ファイルをロード
し、このクラス・スキーマ・オブジェクトのコンパイルと管理を Oracle8i システムで行いま
す。カレント・リリースの Oracle8i では、大半のコードをデータベースの外でコンパイルお
よびデバッグしてから、データベース内でのテストが必要な .classファイルのみをロード
してデバッグするという方法が最も生産性が高いとされています。1つの Javaクラスに対し
ては、.classファイルまたは .javaファイルのいずれか一方をロードできます。両方は
ロードできません。 

loadjavaは、ソース・ファイルとリソース・ファイル、またはクラス・ファイルとリソー
ス・ファイルで構成される JARファイルを受け付けます（クラスのソース・ファイルとクラ
ス・ファイルは、いずれか一方のみをロードでき、両方はロードできないことを思い出して
ください）。loadjavaに JARファイルまたは ZIPファイルを渡すと、loadjavaはアーカ
イブを開き、その中のファイルを個別にロードします。JARまたは ZIPスキーマ・オブジェ
クトは存在しません。ファイルの内容が前回のロード時から変更されていない場合は、再
ロードされません。したがって、JARのロードによるパフォーマンス低下はほとんどありま
せん。JARファイルのロードは、最も簡単で安全な loadjavaの使用方法です。 

同一スキーマ内の 2つのスキーマ・オブジェクトで同じクラスを定義することはできませ
ん。たとえば、a.javaでクラス xを定義し、xの定義を b.javaに移動しようとします。
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スキーマ・オブジェクトのツール
a.javaがすでにロードされている場合は、loadjavaで b.javaをロードできません（同
様に xが定義されているため）。かわりに、次のいずれかの方法で操作する必要があります。 

■ a.javaを削除し、b.java（xが定義されています）をロードします。次に新しい
a.java（xが定義されていません）をロードします。 

■ 新しい a.java（xが定義されていません）をロードします。次に b.java（xが定義さ
れています）をロードします。 

参照の解決参照の解決参照の解決参照の解決
すべての Javaクラスには、他のクラスへの参照が含まれています。従来の Java仮想マシン
は、CLASSPATHで指定されたディレクトリ、ZIPファイルおよび JARでクラスを検索し
ます。一方、Aurora Java仮想マシンはスキーマでクラス・スキーマ・オブジェクトを検索
します。Oracle8i では、クラスごとにリゾルバ仕様があります。これは、CLASSPATHに相
当する Oracle8i の機能です。サンプル・クラスの alphaのリゾルバ仕様は、alphaで使用
するクラスを検索するスキーマのリストです。リゾルバ仕様はクラスごとにあります。一
方、従来の Java仮想マシンの CLASSPATHはすべてのクラスを対象にしたグローバルな仕
様です。 

クラス・スキーマ・オブジェクトごとに、リゾルバ仕様の他に、クラス間参照バインドのリ
ストがあります。参照リストの各項目の内容は、別のクラスへの参照と、次のいずれかで
す。

■ クラスで参照を使用するときにコールするクラス・スキーマ・オブジェクトの名前

■ 参照を解決できないことを示すコード、つまり、対象になっているスキーマ・オブジェ
クトが不明であることを示すコード

参照リストの管理は、Oracle8i の機能の 1つであるリゾルバが行います。クラス内のクラス
間参照ごとに、リゾルバはクラスのリゾルバ仕様で指定されたスキーマで、参照をすべて満
たす有効なクラス・スキーマ・オブジェクトを検索します。すべての参照を解決すると、リ
ゾルバはこのクラスを「有効」とマークします。解決を行っていないクラス、または解決で
きなかったクラスは「無効」とマークされます。クラスが依存するスキーマ・オブジェクト
が無効になると、同時にクラスも無効とマークされます。つまり、無効化はクラスからこの
クラスを使用しているクラス群、このクラス群を使用しているクラス群というように、上方
に連鎖します。無効なクラスに依存するクラスを解決するとき、リゾルバは最初に依存関係
を解決しようとします。解決処理が行われていないために、無効とマークされていることも
あるためです。有効とマークされているクラスは、再び解決しません。 

クラスの開発者は、loadjavaでクラスを解決することも、実行時まで延期することもでき
ます。無効とマークされているクラスを別のクラスでロードしようとすると、自動的にリゾ
ルバが実行されます。実行時以前に解決すると、足りないクラスを早期に検出できます。実
行時に解決できないと、「class not found」例外になります。また、クラスのツリーが大きす
ぎると、データベース・リソースの不足のために、実行時に解決できないことがあります。 
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スキーマ・オブジェクトのツール
loadjavaには 2つの解決モードがあります。 

1. Load-and-resolve（-resolveオプション）: コマンドラインで指定されたすべてのクラ
スをロードし、無効とマークしてから解決します。相互に参照しているクラス群を初め
てロードするときは、このモードを使用します。孤立したクラスを再ロードするとき
も、通常このモードを使用します。このモードでは、すべてのクラスをロードしてから
解決するので、クラスの参照先クラスがコマンド実行時の後半にロードされる場合で
も、エラーを避けることができます。 

2. Load-then-resolve（非 -resolveオプション）: 実行時にコンパイルされると各クラス
を解決します。 

すべてのクラスのロードが完了するまで、解決を延期することをお薦めします。これによ
り、使用するクラスがロードされていないために、リゾルバがそのクラスを無効とマークす
るのを回避できます。 

ダイジェスト表ダイジェスト表ダイジェスト表ダイジェスト表
スキーマ・オブジェクトのダイジェスト表による最適化は、開発者には通常表示されませ
ん。loadjavaは、ダイジェスト表に基づき、前回のロード時から変更されていないファイ
ルをスキップします。一部のファイルのみの再ロードが必要な場合は、この機能によって
loadjavaを起動するスクリプトおよびMakeファイルのパフォーマンスを向上できます。
再ロードするアーカイブ・ファイルには、前回のロード時から変更されているファイルと変
更されていないファイルが混在していることがあるためです。 

loadjavaツールは、未変更ファイルを検出するために、各スキーマのダイジェスト表を管
理しています。ダイジェスト表によって、ファイル名がダイジェスト、つまり、ファイル内
容の短縮表現（ハッシュ）に対応付けられます。作成時期が異なる同一ファイルのダイジェ
ストを比較することによって、ファイル内の各バイトを比較するよりはるかに高速に、ファ
イル内容の変更を検出できます。処理対象のファイルごとに、loadjavaはファイル内容の
ダイジェストを作成してから、ダイジェスト表を参照してファイル名を探します。ダイジェ
スト表に同じダイジェストのファイル名エントリがあると、loadjavaはそのファイルを
ロードしません。そのスキーマ・オブジェクトの最新版が存在するためです。-verboseオ
プションで loadjavaを起動すると、ダイジェスト表の参照結果が表示されます。 

通常、ダイジェスト表は開発者には表示されません。スキーマ・オブジェクトの追加、変更
および削除は、loadjavaと dropjavaによってダイジェスト表に同期化されるためです。
したがって、loadjavaで作成したスキーマ・オブジェクトは、必ず dropjavaで削除し
てください。スキーマ・オブジェクトを DDLで削除しないでください。ダイジェスト表が
壊れた場合、つまり、ファイルが変更されているスキーマ・オブジェクトを loadjavaが更

注意注意注意注意 : Javaコンパイラと同様、loadjavaは、クラスへの参照を解決し
ますが、リソースへの参照は解決しません。したがって、クラスに必要な
リソース・ファイルを正しくロードする必要があります。 
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スキーマ・オブジェクトのツール
新しなかった場合は、loadjavaの -forceオプションでダイジェスト表の参照を回避しま
す。 

コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル
ソース・ファイルをロードすると、Javaのソース・スキーマ・オブジェクトが作成または更
新され、そのソースから以前に作成されたクラス・スキーマ・オブジェクト（群）が無効に
なります。クラス・スキーマ・オブジェクトが存在しない場合は、loadjavaによって作成
されます。loadjavaは古いクラス・スキーマ・オブジェクトを無効にします。古いクラ
ス・スキーマ・オブジェクトは新しくロードしたソースからコンパイルされていないためで
す。新しくロードしたソースのコンパイル（インスタンス A）は、次のいずれかの条件で自
動的に実行されます。 

■ リゾルバが、クラス Bの処理時に、参照先クラス Aが無効であることを検出します。 

■ コンパイラが、ソース Bのコンパイル時に、参照先クラス Aが無効であることを検出し
ます。 

■ クラス・ローダーが、実行対象のクラス Aのロード時に、このクラスが無効であること
を検出します。 

ソース・ファイルのロード時に強制的にコンパイルするには、loadjavaの -resolveオ
プションを使用します。 

コンパイラはエラー・メッセージを事前に定義されている USER_ERRORSビューに書き込み
ます。loadjavaは、起動したコンパイラからメッセージを取得して表示します。この表の
詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。 

コンパイラはコンパイラ・オプションを認識します。コンパイラに対して、次の 2通りの方
法でオプションを指定できます。-resolveオプションを指定して loadjavaを実行した場
合は、コンパイルが実行されることがあるので、コマンドラインでコンパイラ・オプション
を指定できます。 

データベース表 JAVA$OPTIONSでスキーマごとに永続的にコンパイラ・オプションを指定
することもできます。JAVA$OPTIONS表をデフォルトのコンパイラ・オプションとして使
用することもできます。このデフォルト・オプションをオーバーライドするには、
loadjavaのコマンドライン・オプションを使用します。 

注意注意注意注意 : コマンドライン・オプションは、JAVA$OPTIONS表内の該当エン
トリをオーバーライドまたは消去できます。 
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スキーマ・オブジェクトのツール
JAVA$OPTIONS表の各行の内容は、オプション設定を適用するソース・スキーマ・オブ
ジェクトの名前です。複数行を使用して、ソース・スキーマ・オブジェクトごとに異なるオ
プションを設定できます。コマンドラインを使用せずにコンパイラを起動するか（クラス・
ローダーによる起動）、またはコマンドラインでオプションを指定せずにコンパイラを起動
すると、コンパイラは JAVA$OPTIONS表を参照してオプションを探します。コンパイル対
象のソース・スキーマ・オブジェクトにコマンドラインのオプション値も JAVA$OPTIONS
表のエントリもない場合、コンパイラは次のデフォルト値をとります。 

■ encoding = latin1 

■ online = true:このオプションの詳細は、『Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレ
ンス』を参照してください。このオプションの適用対象は、SQLJ構文を含む Javaソー
スです。 

JAVA$OPTIONS表のエントリを設定するには、次のファンクションとプロシージャを使用
します。これらのファンクションとプロシージャはデータベース・パッケージ DBMS_JAVA
に定義されています。 

■ PROCEDURE set_compiler_option(name VARCHAR2, option VARCHAR2, 
value VARCHAR2); 

■ FUNCTION get_compiler_option(name VARCHAR2, option VARCHAR2) 
RETURNS VARCHAR2;

■ PROCEDURE reset_compiler_option(name VARCHAR2, option VARCHAR2); 

nameパラメータで、Javaパッケージ名または完全なクラス名を指定します。または空文字
列にします。コンパイラは Javaソース・スキーマ・オブジェクトのコンパイルに使用する
オプションを JAVA$OPTIONS表で検索するときに、スキーマ・オブジェクトの完全なクラ
ス名指定に最も近い nameの行を使用します。値が空文字列の nameは、あらゆるスキー
マ・オブジェクト名に一致します。 

optionパラメータで、'online'または 'encoding'を指定します。これらのオプショ
ンに対して指定できる値は、『Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』を参照して
ください。 

スキーマには最初、JAVA$OPTIONS表がありません。JAVA$OPTIONS表を作成するには、
DBMS_JAVAパッケージの java.set_compiler_optionプロシージャで値を設定します。
表が存在しない場合は、プロシージャによって作成されます。パラメータは一重引用符で囲
みます。次のように指定してください。 

SQL> execute dbms_java.set_compiler_option('x.y', 'online', 'false');

表 1-1は、サンプルの JAVA$OPTIONSのデータベース表です。この表には、encodingオ
プションのエントリがないので、コンパイラはデフォルト値またはコマンドラインで指定さ
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れた値を使用します。この表の onlineオプションは、次のようにスキーマ・オブジェクト
名に対応付けられます。 

■ 名前 a.b.c.dは、a.b.c.dで始まるクラス名およびパッケージ名に一致します。
online = trueでコンパイルされます。 

■ 名前 a.bは、a.bで始まるクラス名およびパッケージ名に一致します。a.b.c.dで始
まる名前には一致しません。online = falseでコンパイルされます。

■ その他のパッケージおよびクラスは空文字列のエントリに一致し、online = trueでコ
ンパイルされます。

loadjava
loadjavaツールは、ファイルからスキーマ・オブジェクトを生成し、スキーマにロードし
ます。スキーマ・オブジェクトは Java ソース、クラスおよびデータ・ファイルから作成で
きます。loadjavaは、SQLJファイルからもスキーマ・オブジェクトを作成できます。
loadjavaを SQLJ で使用する方法は、『Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』
を参照してください。 

クラスをロードするには、次のような SQLデータベース権限が必要です。

■ ログイン・スキーマにロードする場合は CONNECTおよび RESOURCEロール。

■ 別のスキーマにロードする場合は CREATE ANY PROCEDURE、CREATE ANY TABLE、
CREATE ANY INDEX、DELETE ANY TABLE、INSERT ANY TABLE、SELECT ANY TABLE
および UPDATE ANY TABLE権限。再ロードまたは -resolveオプションを指定する場
合はさらに ALTER ANY PROCEDURE権限。

次に示すようなコマンドラインまたは DBMS_JAVAパッケージに入っている loadjavaプロ
シージャを使用して、loadjavaツールを実行できます。SQLから実行するには、次のよう
にします。

SQL> call dbms_java.loadjava('... options...');

オプションは次のように指定します。各オプションは空白で区切ります。オプションはカン
マで区切らないでください。唯一の例外は、空白を含む -resolverオプションです。
-resolverの場合は、他のオプションを先に指定してカンマで区切り、その後で

表表表表 1-1 サンプルのサンプルのサンプルのサンプルの JAVA$OPTIONS表と一致例表と一致例表と一致例表と一致例

JAVA$OPTIONSエントリエントリエントリエントリ

一致例一致例一致例一致例名前名前名前名前 オプションオプションオプションオプション 値値値値

a.b.c.d online true a.b.c.d、a.b.c.d.e

a.b online false a.b、a.b.c.x

（空文字列） online true a.c、x.y
                                                                    ツール 1-7



スキーマ・オブジェクトのツール
-resolverオプションを指定します。 オプションの -thin、-oci8、-userおよび
-passwordは、loadjavaコマンドライン・ツールのデータベース接続に関連するため、
指定しないでください。出力は stderrに送信されます。serveroutputをオンに設定し、
必要に応じて dbms_java.set_outputをコールします。

構文構文構文構文
loadjava {-user | -u} <user>/<password>[@<database>] [options] 
<file>.java | <file>.class | <file>.jar | <file>.zip |
<file>.sqlj | <resourcefile> ... 
  [-debug]
  [-d | -definer]
  [-e | -encoding <encoding_scheme>]
  [-f | -force]
  [-g | -grant <user> [, <user>]...]
  [-help]
  [-nohelp]
  [-o | -oci8] 
  [ -order ]
  [-noverify]
  [-r | -resolve] 
  [-R | -resolver "resolver_spec"]
  [-S | -schema <schema>] 
  [ -stdout ]
  [-s | -synonym]
  [-tableschema <schema>]
  [-t | -thin] 
  [-v | -verbose]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-2は、loadjavaの引数の一覧です。オプションを変えて同じファイルで複数回
loadjavaを実行すると、最後の起動時に指定したオプションが有効になります。ただし、
次の 2つの例外があります。 

1. ダイジェスト表のエントリに一致しているためにファイルが loadjavaによってロード
されないと、コマンドラインで指定した大半のオプションがスキーマ・オブジェクトに
反映されません。例外は -grantおよび -resolveです。これらのオプションは必ず
反映されます。-forceオプションを使用すると、loadjavaがダイジェスト表を参照
しません。 

注意注意注意注意 : loadjavaツールは $ORACLE_HOMEの配下の binサブディレ
クトリに入っています。
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2. -grantオプションは累積です。同一のスキーマのクラスに対して起動されたすべての
loadjavaに指定されているユーザーまたはロールに EXECUTE権限が付与されます。
ロールに対しては付与できません。権限付与できるのは指定されたスキーマまたはユー
ザーのみです。 

 

表表表表 1-2 loadjavaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

引数引数引数引数 説明説明説明説明

<filenames> .java、.class、.sqlj、.ser、.jar、.zipおよびリソース・
ファイル名引数を任意の順に、自由に組み合せて指定できます。 

-debug SQLロギングをオンにすると、javac -gと等価になります。 

-definer デフォルトでは、クラス・スキーマ・オブジェクトがその起動者
と同じ権限（つまり、実行者権限）で動作します。このオプショ
ンは、定義者（loadjavaを起動した開発者）の権限をクラスに
付与します。（このオプションは概念的に UNIXの setuid機能
に似ています。） 

-encoding コンパイラに対してソース・ファイルの文字コードを特定します。
JAVA$OPTIONS表に一致する値がある場合は、オーバーライドし
ます。値は、javacの -encodingオプションと同じです。コマ
ンドラインまたは JAVA$OPTIONS表で文字コードを指定しない
と、latin1が使用されます。-encodingオプションはソース・
ファイルのロード時のみ有効です。 

-force ダイジェスト表のエントリに一致する場合でも、ファイルがロー
ドされます。 

-grant  指定したユーザーにロード対象クラスの EXECUTE権限が付与さ
れます。（EXECUTE権限を持つユーザーのみクラスのメソッドを
コールできます。）ユーザー名をカンマで区切っていくつでも、任
意の順に自由に組み合せて指定できます。空白は挿入できません
（-grant Bob,Bettyは有効、-grant Bob, Bettyは無効）。
注意注意注意注意 : -grantは累積されるオプションです。これによりユー
ザーは EXECUTE権限を持つユーザー群の一覧に追加されていき
ます。権限を削除するには、目的の権限を持つスキーマ・オブ
ジェクトを削除して再ロードするか、または SQL REVOKEコマ
ンドで権限を変更します。また、ロールに対しては権限付与でき
ません。権限はすべて特定のユーザーに対して明示的に付与する
必要があります。

EXECUTE権限を他人のスキーマのオブジェクトに付与するには、
元の CREATE PROCEDURE権限をWITH GRANTオプションで
付与する必要があります。 

注意注意注意注意 :スキーマ名は必ず大文字で指定します。

-help loadjavaツールとそのオプションの使用方法について、メッ
セージを出力します。
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-nohelp オプションが指定されていない場合、または -helpオプションが
指定されている場合は、使用方法についてのメッセージが抑制さ
れます。

-noverify クラスがバイトコードの検証を実行されずにロードされます。こ
のオプションを実行するには、
oracle.aurora.security.JserverPermission(Verifier)を付与されてい
ることが必要です。また、このオプションを使用するには -rを
指定する必要があります。

権限は次のように付与します。

SQL> CONNECT SYS/CHANGE_ON_INSTALL
SQL> CALL DBMS_JAVA.GRANT_PERMISSION
(’SCOTT’,’oracle.aurora.security.
JServerPermission’,’Verifier’,null);

-oci8 loadjavaは JDBC OCIドライバを使用して、データベースとや
り取りします。-oci8と -thinは相互に排他的です。いずれも
指定しない場合は、デフォルトで -oci8が使用されます。-oci8
を選択すると、-user値の構文が暗黙的に使用されます。URLを
指定する必要はありません。

-order loadjavaは、解決しやすい順序でクラスをロードします。依存
クラスがロードされてから、これらの依存クラスを含むクラスが
依存性としてロードされます。

-resolve コマンドラインのすべてのクラスをロードしてから、クラス内の
外部参照をコンパイル（必要な場合）および解決します。
-resolveを指定しないと、loadjavaはファイルをロードしま
すが、コンパイルまたは解決を行いません。 

-resolver 明示的なリゾルバ仕様を指定します。この仕様は、新しくロード
したクラスにバインドされます。-resolverを指定しないと、
カレント・ユーザーのスキーマと PUBLICを含んだデフォルトの
リゾルバ仕様が使用されます。詳細は、この項の「resolver」を参
照してください。

-schema スキーマ・オブジェクトを作成するスキーマを指定します。指定
しないと、ログイン・スキーマが使用されます。 他のスキーマに
スキーマ・オブジェクトを作成するには、ログイン・スキーマに
CREATE ANY PROCEDURE権限、CREATE ANY TABLE権限、
CREATE ANY INDEX権限、DELETE ANY TABLE権限、
INSERT ANY TABLE権限、SELECT ANY TABLE権限および
UPDATE ANY TABLE権限が必要です。さらに再ロードまたは
-resolveを指定する場合は、ALTER ANY PROCEDURE権限も
必要です。

表表表表 1-2 loadjavaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細
ここでは、動作が複雑な loadjavaの引数について、表 1-2の要約よりさらに詳しく説明し
ます。 

ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名
.class、.java、.sqlj、.jar、.zipおよびリソース・ファイルをいくつでも任意の順
で指定できます。JARまたは ZIPファイルを指定すると、loadjavaは JARまたは ZIP内
のファイルを処理します。JARまたは ZIPスキーマ・オブジェクトは存在しません。JARま
たは ZIPに JARまたは ZIPが含まれていると、loadjavaはこれらのアーカイブ・ファイ
ルを処理しません。 

ファイルのロード方法として、JARまたは ZIPにまとめ、アーカイブとしてロードすること
をお薦めします。アーカイブをロードすると、この項で後述するリソース・スキーマ・オブ
ジェクトのネーミングの手間を省くことができます。JDKで使用する JARまたは ZIPも、
loadjavaでロードできます。リソース・スキーマ・オブジェクトのネーミングについて知
る必要はありません。 

-stdout stderrではなく、stdoutに出力を送信します。

-synonym ロード対象クラスに対して PUBLICシノニムを作成して、ロード
先スキーマの外側からもクラスにアクセスできるようにします。
このオプションを指定するには、CREATE PUBLIC SYNONYM権
限が必要です。ソース・ファイルに対して -synonymを指定する
と、ソース・ファイルからコンパイルしたクラスが、-synonym
でロードしたように扱われます。 

-tableschema <schema> Javaファイルの接続先スキーマではなく、この指定スキーマ内に
loadjavaの内部表を作成します。

-thin loadjavaは JDBC Thinドライバを使用して、データベースとや
り取りします。-oci8と -thinは相互に排他的です。いずれも
指定しない場合は、デフォルトで -oci8が使用されます。-thin
を選択すると、-user値の構文が暗黙的に使用されます。-user
オプションを通じて適切な URLを指定する必要があります。

-user ユーザー、パスワードおよびデータベース接続文字列を指定しま
す。ファイルはこのデータベース・インスタンスにロードされま
す。引数は、<username>/<password>[@<database>]の形
式で指定します。

-verbose loadjavaの実行中に、詳細なステータス・メッセージが表示さ
れます。ダイジェスト表のエントリに一致したために、
loadjavaがファイルをロードしなかった場合を調べるには、
-verboseを使用します。

表表表表 1-2 loadjavaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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スキーマ・オブジェクトの名前はファイル名と異なる場合があります。loadjavaは異なる
タイプのスキーマ・オブジェクトには異なる方法でネーミングします。クラス・ファイルで
はファイル中にクラス名が含まれており、これを基にしてスキーマ・オブジェクト名が決ま
ります。したがって、loadjavaによるクラス・ファイル名とスキーマ・オブジェクト名の
マッピングは開発者からは透過的です。同様に、ソース・ファイル名のマッピングも開発者
からは透過的です。loadjavaは、ソース・ファイル内に定義されている最初のクラスの完
全なクラス名をスキーマ・オブジェクトの名前とします。JARおよび ZIPファイル中にも、
それぞれのファイルの名前が含まれています。これに対して、リソース・ファイルの名前は
自明ではありません。loadjavaは、引数で指定された文字通りのファイル名（または JAR
か ZIPファイル内のファイル名）から Javaリソースのスキーマ・オブジェクト名を生成し
ます。 リソース・スキーマ・オブジェクトは実行時にクラスで使用されるので、コマンドラ
インで正しくリソース・ファイル名を指定する必要があります。正しい指定方法がわかりに
くい場合もありますが、次の方法で、各リソース・ファイルを安全にロードできます。 

パッケージ・ツリーの最上部にカレント・ディレクトリを移してから loadjavaを実行し、
そのディレクトリからの相対的なリソース・ファイル名を指定します。パッケージ・ツリー
の最上部とは、Javaの CLASSPATHリストで指定するディレクトリです。

この規則に従わない場合は、次のリソース・ファイル・ネーミングに従ってください。リ
ソース・ファイルをロードすると、loadjavaはコマンドラインで指定したリソース・ファ
イル名からリソース・スキーマ・オブジェクト名を生成します。たとえば、次のように入力
したとします。 

% cd /home/scott/javastuff
% loadjava options alpha/beta/x.properties
% loadjava options /home/scott/javastuff/alpha/beta/x.properties

同じファイルを相対パス名と絶対パス名で指定していますが、loadjavaは 2つの異なるス
キーマ・オブジェクトを生成します。1つは alpha/beta/x.properties、もう 1つは
ROOT/home/scott/javastuff/alpha/beta/x.propertiesです。（スキーマ・オブ
ジェクト名は「/」文字で始めることができないので、loadjavaによって先頭に ROOTが
付けられます。ただし、これは開発者にとっては重要でない実装上の問題です。）重要な点
は、入力したとおりのファイル名からリソース・スキーマ・オブジェクト名が生成される点
です。 

クラスはリソース・ファイルを相対的に参照することも（b.propertiesなど）、絶対的に
参照することも（/a/b.propertiesなど）できます。loadjavaとクラス・ローダーで同
じスキーマ・オブジェクト名を使用するには、次の規則に従ってリソース・ファイルをロー
ドします。 

クラスから getResource()または getResourceAsString()に渡す名前をコマンドラ
インに入力します。
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JARでは、次のようにリソース・ファイルをロードできます。つまり、クラスで使用するリ
ソースの名前をコマンドで正しく入力するために、リソース名が相対名か絶対名かを覚えて
おいて、対応したディレクトリに移るという作業が不要です。 

% cd /home/scott/javastuff
% jar -cf alpharesources.jar alpha/*.properties
% loadjava options alpharesources.jar

さらに簡単に行うには、クラス・ファイルとリソース・ファイルを両方とも JARに入れてお
くと、次の起動で同じことを行うことができます。 

% loadjava options alpha.jar 
% loadjava options /home/scott/javastuff/alpha.jar

この例の 2つの loadjavaコマンドのように、任意のパス名で JARファイルの内容をロー
ドできます。また、前述のような冗長なコマンドを実行しても、loadjavaは、ファイルを
2回ロードする必要がないことをダイジェスト表を通じて認識します。したがって、
loadjavaの前回の起動後に変更されたファイルが少ない場合でも、JARファイルの再ロー
ドは、考えられているほど時間のかかるものではありません。 

definer
{-definer | -d}
-definerオプションはストアド・プロシージャにおける定義者権限に相当し、概念的に
UNIXの setuid機能に似ています。ただし、setuidはプログラム全体に適用されますが、
-definerの適用はクラス単位です。定義者ごとに異なる権限を付与することもできます。
アプリケーションは多数のクラスで構成されることもあるため、意図した結果を得るには、
-definerを正しく使用する必要があります。つまり、クラスに必要以上の権限を付与しな
いように注意する必要があります。 定義者権限の詳細は、『Oracle8i Javaストアド・プロシー
ジャ開発者ガイド』を参照してください。

noverify
{-noverify}
クラスがバイトコードの検証を実行されずにロードされます。このオプションを実行するに
は、oracle.aurora.security.JServerPermission(Verifier)を付与されているこ
とが必要です。また、このオプションを使用するには -rを指定する必要があります。 

ベリファイアにより、形式が無効な Javaバイナリがサーバーにロードされて実行されるの
を防止できます。しかし、ロード対象の JARまたはクラスが有効であることが分かっている
場合は、このオプションを使用して検証プロセスをスキップすることによって、loadjava
プロセスを高速化できます。ただし、検証プロセスの間には、解釈のパフォーマンスを向上
するための Oracle8i JVM固有の最適化が実行されています。したがって、このオプション
を使用すると、アプリケーションの解釈のパフォーマンスが低下することもあります。
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resolve
{-resolve | -r}
以前ロードしたクラスを loadjavaでコンパイル（必要な場合）および解決するには、
-resolveを使用します。解決はロード後に個別に行われるので、-forceを指定する必要
はありません。 

resolver
{-resolver | -R} "resolver spec"
このオプションは、loadjavaが作成または置換したクラス・スキーマ・オブジェクトに明
示的なリゾルバ仕様を対応付けます。 

リゾルバ仕様は 1つ以上の項目で構成されます。各項目の内容は、次の構文で表された名前
仕様とスキーマ仕様です。 

"((name_spec schema_spec) [(name_spec schema_spec)] ...)"

■ 名前仕様は、Javaの import文における名前に似ています。Javaの完全なクラス名指
定、最終要素がワイルド・カード文字「*」のパッケージ名、または（インポートした
パッケージ名とは異なり）ワイルド・カード文字「*」のみを指定できます。名前仕様
の要素間は、ピリオドではなく、「/」文字で区切ります。たとえば、名前仕様 a/b/*
は、名前が a.b.で始まるすべてのクラスに一致します。特殊な名前である「*」はす
べてのクラス名に一致します。 

■ スキーマ仕様として、スキーマ名またはワイルド・カード文字「-」を指定できます。
ワイルド・カードは、スキーマを特定するものではなく、解決処理に対する指示です。
つまり、参照が解決されなくても、クラスが無効とマークされないようにするもので
す。リゾルバ仕様でワイルド・カード文字「-」を使用しないと、解決されていない参
照があるクラスは無効とマークされ、エラー・メッセージが発行されます。テスト対象
のクラスで参照しているクラスをロードできないか、ロードしない場合は、ワイルド・
カード文字「-」を使用します。たとえば、クラスで GUIクラスを参照していても、
サーバーでの実行時は GUIがないため、GUIクラスはコールされません。 

この解決処理では、リゾルバ仕様の項目が次のように解釈されます。 

名前仕様に一致するスキーマ・オブジェクトは、パートナ・スキーマ仕様で指定されている
スキーマで検索されます。   

この解決処理では、リゾルバ仕様のリスト順にスキーマが検索されます。次に例を示しま
す。

-resolver '((* SCOTT) (* PUBLIC))' 

これは、次のことを意味します。

最初に SCOTTで、次に PUBLICで参照を検索します。参照が解決されない場合は、参照元
クラスを無効とマークし、エラー・メッセージを表示します。つまり、クラス不足を通知し
ます。 
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また、別の例を示します。

-resolver "((* SCOTT) (* PUBLIC) (my/gui/* -))" 

これは、次のことを意味します。

最初に SCOTTで、次に PUBLICで参照を検索します。参照が見つからないとき、その参照
先がパッケージ my.gui内のクラスである場合は、参照元クラスを有効とマークします。こ
の場合、エラー・メッセージは表示しません。つまり、このパッケージ内のクラス不足を無
視します。参照が見つからないとき、または、参照先がmy.gui内のクラスでない場合は、
参照元クラスを無効とマークし、エラー・メッセージを表示します。 

user
{-user | -u} <user>/<password>[@<database>]

デフォルトで、loadjavaは -userオプションで指定されたログイン・スキーマにロードさ
れます。別のロード先スキーマを指定するには、-schemaオプションを使用します。そのス
キーマにログインされるわけではありませんが、スキーマを変更するパーミッションが必要
になります。 

@<database>の形式は、-oci8を指定するか、または -thinを指定するかによって異な
ります。デフォルトは -oci8です。 

■ -oci8:@<database>はオプションです。指定しないと、loadjavaはユーザーのデ
フォルト・データベースを使用します。指定する場合、<database>は TNS名または
Net8形式の名前 /値リストになります。 

■ -thin:@<database>は必須です。形式は <host>:<lport>:<SID>です。 

– <host>は、データベースが動作しているマシンの名前です。 

– <lport>は、Net8接続のリスニング用に設定したリスナー・ポートです。デフォ
ルト・インストールでは 5521です。 

– <SID>は、データベース・インスタンスの識別子です。デフォルト・インストール
では ORCLです。 

次に、loadjavaコマンドの例を示します。

■ デフォルトの JDBC OCIドライバでデフォルトのデータベースに接続し、JAR内のファ
イルを TESTスキーマにロードしてから、ファイルを解決する場合 

loadjava -u joe/shmoe -resolve -schema TEST ServerObjects.jar

■ JDBC Thinドライバで接続し、クラス・ファイルとリソース・ファイルをロードして、
各クラスを解決する場合 

loadjava -thin -u SCOTT/TIGER@dbhost:5521:orcl \
  -resolve alpha.class beta.props
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■ alpha.classを実行できるユーザー群に Bettyと Bobを追加する場合 

loadjava -thin -schema test -u SCOTT/TIGER@localhost:5521:orcl \
  -grant BETTY,BOB alpha.class

dropjava
dropjavaツールは、loadjavaと逆の処理を実行します。コマンドラインでのファイル名
と JARまたは ZIPファイルの内容をスキーマ・オブジェクト名に変換してから、スキーマ・
オブジェクトとそのダイジェスト表の行を削除します。.java、.class、.sqlj、.ser、
.zip、.jarおよびリソース・ファイル名をコマンドラインに任意の順で入力できます。 

また、スキーマ・オブジェクト名（短縮名ではなく完全名）を、直接 dropjavaに指定でき
ます。.jar、.zip、.class、.javaまたは .sqljで終わらないコマンドライン引数は、
スキーマ・オブジェクト名とみなされます。スキーマ・オブジェクト Fooやクラス・スキー
マ・オブジェクト Fooなど、複数のスキーマ・オブジェクトに該当するスキーマ・オブジェ
クト名を指定すると、すべて削除されます。

クラスを削除すると、このクラスに依存しているクラス群が無効になります。この無効化
は、上方に再帰的に繰り返されます。ソースを削除すると、このソースから作成されたクラ
スが削除されます。 

次に示すようなコマンドラインまたは DBMS_JAVAパッケージに入っている dropjavaプロ
シージャを使用して、dropjavaツールを実行できます。SQLから実行するには、次のよう
にします。

SQL> call dbms_java.dropjava('... options...');

オプションは次のように指定します。各オプションは空白で区切ります。オプションはカン
マで区切らないでください。唯一の例外は、-userオプションです。接続は常にカレント・
セッションに対して確立されるため、-userオプションを通じて別のユーザー名を指定する
ことはできません。

-resolverの場合は、他のオプションを先に指定してカンマで区切り、その後で
-resolverオプションを指定します。 オプションの -thin、-oci8、-userおよび
-passwordは、loadjavaコマンドライン・ツールのデータベース接続に関連するため、
指定しないでください。出力は stderrに送信されます。serveroutputをオンに設定し、
必要に応じて dbms_java.set_outputをコールします。

注意注意注意注意 : 初めにロードしたときと同じ方法で Javaスキーマ・オブジェクト
を削除する必要があります。.sqljソース・ファイルをロードしてサー
バーで変換する場合は、同じソース・ファイルで dropjavaを実行する必
要があります。クライアントで変換してからクラスおよびリソースを直接
ロードする場合は、同じクラスおよびリソースで dropjavaを実行しま
す。
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構文構文構文構文
dropjava [options] {<file>.java | <file>.class | file.sqlj | 
<file>.jar | <file.zip> | <resourcefile>} ...
  -u | -user <user>/<password>[@<database>]
  [-o | -oci8]  
  [-S | -schema <schema>] 
  [ -stdout ]
  [-s | -synonym]
  [-t | -thin] 
  [-v | -verbose]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-3は、dropjavaの引数の一覧です。 

表表表表 1-3 dropjavaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

引数引数引数引数 説明説明説明説明

-user ユーザー、パスワードを指定します。データベース接続文字列も
指定できます。このデータベース・インスタンスからファイルが
削除されます。

<filenames> .java、.class、.sqlj、.ser、.jar、.zipおよびリソー
ス・ファイル名を任意の順に、自由に組み合せて指定できます。

-oci8 dropjavaは、 JDBC OCIドライバを使用してデータベースに接続
します。-oci8と -thinは相互に排他的です。いずれも指定し
ない場合は、デフォルトで -oci8が使用されます。-oci8を選
択すると、-user値の形式が暗黙的に使用されます。

-schema スキーマ・オブジェクトを削除するスキーマを指定します。指定
しないと、ログイン・スキーマが使用されます。他のスキーマの
スキーマ・オブジェクトを削除するには、DROP ANY 
PROCEDURE権限および DELETE ANY TABLE権限が必要です。

-stdout stderrではなく、stdoutに出力を送信します。

-synonym loadjavaで作成された PUBLICシノニムを削除します。 

-thin dropjavaは JDBC Thinドライバを使用して、データベースとや
り取りします。-oci8と -thinは相互に排他的です。いずれも
指定しない場合は、デフォルトで -oci8が使用されます。-thin
を選択すると、-user値の形式が暗黙的に使用されます。

-verbose dropjavaの実行中に、詳細なステータス・メッセージが表示さ
れます。 
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細

ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名
dropjavaは、loadjavaと同じ方法で、大半のファイル名を解釈します。

■ .classファイル : dropjavaは、ファイル内のクラス名を検索して、対応するスキー
マ・オブジェクトを削除します。 

■ .javaおよび .sqljファイル : dropjavaは、ファイル内の最初のクラス名を検索し
て、対応するスキーマ・オブジェクトを削除します。 

■ .jarおよび .zipファイル : dropjavaは、アーカイブ・ファイル名をコマンドライン
で入力されたかのように処理します。 

dropjavaは、これ以外の拡張子が付いているファイル名、または拡張子が付いていない
ファイル名をスキーマ・オブジェクト名と解釈し、この名前に一致するすべてのソース・オ
ブジェクト、クラス・オブジェクトおよびリソース・オブジェクトを削除します。たとえ
ば、サンプル・ファイル名 alphaという名前で存在する次のものが削除されます。alpha
という名のソース・スキーマ・オブジェクト、alphaという名のクラス・スキーマ・オブ
ジェクト、または alphaという名のリソース・スキーマ・オブジェクト。ファイル名が /
で始まっていると、dropjavaによってスキーマ・オブジェクト名の前に ROOTが付けられ
ます。 

dropjavaは、スキーマ・オブジェクトに一致しないファイル名を検出すると、メッセージ
を表示し、残りのファイル名を処理します。 

user
{-user | -u} <user>/<password>[@<database>]
@<database>の形式は、-oci8を指定するか、または -thinを指定するかによって異な
ります。デフォルトは -oci8です。 

■ -oci8:@<database>はオプションです。指定しないと、dropjavaはユーザーのデ
フォルト・データベースを使用します。指定する場合、<database>は TNS名または
Net8形式の名前 /値リストとなります。 

■ -thin:@<database>は必須です。形式は <host>:<lport>:<SID>です。 

– <host>は、データベースが動作しているマシンの名前です。 

– <lport>は、Net8接続のリスニング用に設定したリスナー・ポートです。デフォ
ルト・インストールでは 5521です。 

– <SID>は、データベース・インスタンスの識別子です。デフォルト・インストール
では ORCLです。 

次に、dropjavaの例を示します。

■ ServerObjects.jarからロードしたデフォルト・データベース内のスキーマ TESTに
ある、すべてのスキーマ・オブジェクトを削除する場合 

dropjava -u SCOTT/TIGER -schema TEST ServerObjects.jar
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■ JDBC Thinドライバで接続してから、クラス・ファイルとリソース・ファイルをユー
ザーのスキーマから削除する場合 

dropjava -thin -u SCOTT/TIGER@dbhost:5521:orcl alpha.class beta.props

リソースの削除リソースの削除リソースの削除リソースの削除
サーバーに直接ロードされたリソースを削除する場合は注意が必要です。このリソースに
は、-ser2classオプションを使用せずにクライアントで変換した場合のプロファイルが含
まれています。ソースまたはクラス・スキーマ・オブジェクト、あるいはサーバー側 SQLJ
トランスレータで生成されたリソース・スキーマ・オブジェクトを削除する場合は、該当す
る .sqljソース・ファイルのパッケージ仕様に従ってスキーマ・オブジェクトが検索され
ます。ただし、クライアントで生成され、サーバーに直接ロードされたリソースのスキー
マ・オブジェクトの完全な名前指定は、.jarファイルのパス情報またはロード時のコマン
ドラインによって異なります。リソースのロードに .jarファイルを使用し、リソースの削
除にも同じ .jarファイルを使用すれば問題ありません。ただし、リソースのロードにコマ
ンドラインを使用するときには、dropjavaを実行するときと同じパス情報を指定してリ
ソースを削除するように注意してください。 

Session Namespace Tools
Oracle8i JVMで動作している各データベース・インスタンスにはセッション・ネームスペー
スがあり、Oracle8i ORBではこのネームスペースを使用して、CORBAおよび EJBオブジェ
クトを活性化します。セッション・ネームスペースは、PublishedObjectsおよび
PublishingContextsと呼ばれるオブジェクトで構成される階層構造のコレクションです。
PublishedObjectsはこの階層構造のリーフであり、PublishingContextsはノードです。これ
は、UNIXファイル・システムにおけるファイルとディレクトリに似ています。それぞれの
PublishedObjectは、クラス・スキーマ・オブジェクトと対応付けられており、CORBAまた
は EJB実装を表します。CORBAまたは EJBオブジェクトを活性化するために、クライアン
トは PublishedObjectの名前を指定します。この PublishedObjectから、Oracle8i ORBは対
応するクラス・スキーマ・オブジェクトを検索および起動するために必要な情報を取得しま
す。 

PublishedObjectを作成することを公開するといい、コマンドライン・ツールの publishま
たは対話型セッション・シェルを使用して実行します。いずれもこの項で説明します。
CORBAサーバー開発者は、loadjavaでオブジェクトの実装をロードした後で、
PublishedObjectsを明示的に作成します。EJB開発者がその実装の明示的なロードや公開を
行うことはありません。deployejbツール（1-90ページの「deployejb」を参照してくださ
い）により暗黙的に両方が実行されます。 

PublishedObjectには、次の属性があります。 

■ スキーマ・オブジェクト名 : PublishedObjectと対応付けられた Javaクラス・スキーマ・
オブジェクトの名前。

■ スキーマ : 対応するクラス・スキーマ・オブジェクトを含むスキーマの名前。
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■ ヘルパー・スキーマ・オブジェクト名 : CORBAオブジェクトや EJBのインスタンスへの
参照を自動的に絞り込むため、Oracle8i ORBで使用しているヘルパー・クラスの名前。 

PublishedObjectsと PublishingContextsには、ファイルやディレクトリと同様に、所有者と
権限（特権）があります。所有者は、ユーザー名またはロール名です。PublishedObjectま
たは PublishingContextの所有権または権限を変更できるのは所有者のみです。セッショ
ン・ネームスペースの権限は表 1-4で説明します。 

Oracle8i では、Oracle8i ORBが構成されるときにセッション・ネームスペースが自動的に生
成されます。表 1-5に記載されている PublishingContextsは、すべてのセッション・ネーム
スペースに存在します。 

デフォルトでは、/testのみが PUBLICで書込み可能なので、通常、/testの下に
PublishingContextsと PublishedObjectsを作成します。

表表表表 1-4 PublishingContextとととと PublishedObjectの権限の権限の権限の権限 

権限権限権限権限 PublishingContextの意味の意味の意味の意味 PublishedObjectの意味の意味の意味の意味

読込み 内容と属性（タイプ、権限および作成
日時）をリストします。 

オブジェクトの属性（タイプ、スキーマ・
オブジェクト、ヘルパー、権限および作成
日時）をリストします。 

書込み PublishingContext内で
PublishedObjectまたは
PublishingContextを作成します。 

オブジェクトを再公開します。 

実行 内容を使用して名前を解決します。 対応付けられているクラスを活性化しま
す。

表表表表 1-5 初期初期初期初期 PublishingContextsと権限と権限と権限と権限 

名前名前名前名前 所有者所有者所有者所有者 読込み読込み読込み読込み 書込み書込み書込み書込み 実行実行実行実行

/ SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/bin SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/etc SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/test SYS PUBLIC PUBLIC PUBLIC
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次のツールによって、ネームスペースでのオブジェクトの公開および管理をサポートしま
す。

■ publish

■ remove

■ sess_sh

publish
publishツールは、PublishingContext内での PublishedObjectの生成や置換（再公開）を
行います。Javaクラス・スキーマ・オブジェクトを更新するときに再公開する必要はありま
せん。再公開は、PublishedObjectの属性を変更する場合にのみ必要です。公開するには、
書込み先の PublishingContextの書込みのパーミッション（書込み権限）が必要です。デ
フォルトでは、PublishingContextの /testのみが PUBLICで書込み可能です。再公開する
には、さらに、PublishedObjectの書込みのパーミッションが必要です。 

構文構文構文構文
publish [options] <name> <class> [<helper>]
-user | -u <username> -password |-p <password> 
-service |-s <serviceURL>

オプションは次のとおりです。

  [-describe | -d] 
  [-g | -grant {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
  [-recursiveGrant | -rg | -rG {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
  [-h | -help] 
  [-idl]
  [-iiop]
  [-replaceIDL]
  [-resolver]
  [-role <role>] 
  [-republish]

注意注意注意注意 : 次のツールは、リリース 8.1.7のみサポートします。これらのツー
ルと下位互換性があるバージョンについては、第 2章「下位互換性ツー
ル」で説明します。

注意注意注意注意 : 使用されている名前は、すべて大 /小文字の区別があります。し
たがって、スキーマ、ユーザー名およびパスワードに大文字は使用しませ
ん。
                                                                    ツール 1-21



Session Namespace Tools
  [-schema <schema>]
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version | -v]

 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-6は、publishツールの引数の一覧です。 

注意注意注意注意 : publishをコマンドとして sess_sh内で使用する場合、コマン
ドライン引数の user、passwordまたは serviceは指定しません。

表表表表 1-6 publishツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 作成または再公開される PublishedObjectの名前。
PublishingContextsは必要な場合に生成されます。 

<class> <name>に対応するクラス・スキーマ・オブジェクトの名前。 

<helper> <class>の narrow()メソッドを実装する Javaクラス・スキー
マ・オブジェクトの名前。 

-user -serviceで指定されたデータベース・インスタンスにログイン
する際のユーザー名を指定します。 

-password -userで指定したユーザー名に対する認証用パスワードを指定し
ます。 

-service セッション・ネームスペースを sess_shでオープンするデータ
ベースを識別する URL。serviceURLの書式は次のとおりです。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>. 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコン
ピュータです。<lport>は、セッション IIOPをリスニングする
ように設定されているリスナー・ポートです。<sid>は、データ
ベース・インスタンス識別子です。

例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上のデフォルトのインストール用で
す。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 
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-grant PublishedObjectを作成または再公開した後、<user>と <role>
の名前の列に対して読込み権限と実行権限を付与します。再公開
するときに、読込み権限と実行権限を持つ既存のユーザーおよび
ロールを、<user>および <role>の名前で置き換えます。
PublishedObjectの権限を選択して変更するには、sess_shの
chmodコマンドを使用します。CORBAオブジェクトや EJBを活
性化するには、PublishedObjectおよび対応するクラス・スキー
マ・オブジェクトの両方に対する実行権限がユーザー側に必要で
す。ユーザー名およびロール名の列は、間にスペースを入れない
カンマ区切りのリストで表します。

注意注意注意注意 :スキーマ名は必ず大文字で指定します。

-recursiveGrant -grantオプションと同じ方法で、読込みと実行のパーミッショ
ンを付与します。ただし、指定したオブジェクト以外に、オブ
ジェクトが存在するすべてのコンテキストに対してもこれらの
パーミッションが付与されます。コンテキストに SYSレベルの
パーミッションがすでに付与されている場合、コンテキストへの
権限付与は無視されます。-grantまたは -recursiveGrantの
いずれかを指定できます。 

-help ツールの構文を要約表示します。 

-idl IDLインタフェース定義をインタフェース・リポジトリ（IFR）に
ロードします。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに IIOPでターゲット・
データベースに接続します。このオプションは、セッション IIOP
なしで構成されているデータベース・サーバーに公開するときに
使用します。 

-replaceIDL 現在、IDLインタフェース定義が IFR内にある場合は、このバー
ジョンに置換します。指定されていない場合、publishコマンド
は IFR内の既存のインタフェースを置換しません。当初は別の
ユーザーが格納したインタフェースでも、-replaceIDLフラグ
によって、IFRにある同じ名前のインタフェースが置換されます。
したがって、ユーザーが別のユーザーのインタフェースを無意識
に上書きする可能性があります。

-republish 既存の PublishedObjectを置き換えるように publishに指示しま
す。このオプションがないと、publishツールは既存の名前の公
開を拒否します。PublishedObjectが存在していない場合は、
publishがその PublishedObjectを生成します。再公開すると、
所有者以外のユーザーの権限は削除されます。再公開するときに
読込みと実行の権限を追加するには -grantオプションを使用し
ます。 

表表表表 1-6 publishツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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publishの例を次に示します。

CORBAサーバーの実装である vbjBankTestbank.AccountManagerImplとそのヘル
パー・クラスを、ツール起動側のスキーマで /test/bankMgrとして公開します。 

publish /test/bankMgr BankTestServer.AccountManagerImpl \ 
BankTestServer.AccountManagerHelper \
-user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

IDLの制限事項の制限事項の制限事項の制限事項  publishの IDLオプションを使用するときの制限事項は、次のとおりです。

1. Oracle8i JVMの publishコマンドを使用して、IDLインタフェース定義を IFR内に格
納します。publishコマンドによって、インタフェースがフラット・ファイルの
AuroraIFR.idlに格納されます。通常、このファイルは自動的に
$ORACLE_HOME/javavm/adminに書き込まれます。ただし、このディレクトリが書込
み不可の場合は、次の例のように、modifypropsツールを使用して、

-resolver 参照の一部として格納する明示的なリゾルバ仕様を指定します。
クラス・ローダーは、このリゾルバ仕様を使用してオブジェクト
を活性化します。-resolverを指定しないと、カレント・ユー
ザーのスキーマと PUBLICを含んだデフォルトのリゾルバ仕様が
使用されます。詳細は、1-14ページの「resolver」を参照してく
ださい。

オブジェクトを活性化するとき、ORBは最初に、オブジェクトで
公開されたリゾルバ仕様を使用して、全クラスを検索しようとし
ます。必須クラスが見つからない場合、ORBはコール側のリゾル
バ仕様を使用します。 

-role 公開の際に使用するロール。デフォルト値はありません。 

-schema Javaの <class>スキーマ・オブジェクトを含むスキーマ。指定
しない場合、publishツールは起動側のスキーマを使用します。 

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプション
を使用するには、SSL用にデータベースを構成しておく必要があ
り、また、-serviceで SSLリスナー・ポートを指定する必要が
あります。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラ
グを指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文
字列は SIDとみなされます。

-version ツールのバージョンを表示します。 

表表表表 1-6 publishツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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"aurora.ifr.file"システム・プロパティ内で別の完全なファイル名を指定できま
す。

modifyprops -user SCOTT/TIGER@dbhost:5521:orcl 
            "aurora.ifr.file" "/private/ifr/myIFRfile"

2. 当初は別のユーザーが格納したインタフェースでも、-replaceIDLフラグによって、
IFRにある同じ名前のインタフェースが置換されます。したがって、ユーザーが別の
ユーザーのインタフェースを無意識に上書きする場合があります。

3. インタフェースを IFRに格納した後は、これを削除する方法はありません。このファイ
ルは、ファイル全体が削除されるまで継続して使用されます。

remove 
removeツールは、セッション・ネームスペースから PublishedObjectまたは
PublishingContextを削除します。PublishedObjectと対応付けられている Javaクラス・ス
キーマ・オブジェクトは削除しません。このオブジェクトを削除する場合は、dropjavaを
使用してください。 
 

構文構文構文構文  

remove <name> {-user | -u} <username> {-password | -p} <password> 
              {-service | -s} <serviceURL> 
[options]
  [-d | -describe]
  [-h | -help]
  [-iiop]
  [-r | -recurse]
  [-role role]
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version | -v]

注意注意注意注意 : このツールは、rmコマンドよりも機能が拡張されています。この
ツールによって、PublishedObjectまたは PublishingContextをネームス
ペースおよび関連する IFRインタフェースから削除します。rmコマンド
は、ディレクトリ内からエンティティを削除するのみです。
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-7で、removeの引数を説明します。 

表表表表 1-7 removeの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 削除対象の PublishingContextまたは PublishedObjectの名前。 

-user -serviceで指定されたインスタンスにログインする際のユー
ザー名を指定します。 

-password -userで指定した <username>に対する認証用パスワードを指
定します。 

-service セッション・ネームスペースを sess_shでオープンするデータ
ベースを識別する URL。serviceURLの書式は次のとおりです。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid> 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコン
ピュータです。<lport>は、セッション IIOPをリスニングする
ように設定されているリスナー・ポートです。<sid>は、データ
ベース・インスタンス識別子です。

例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上のデフォルトのインストール用で
す。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-help ツールの構文を要約表示します。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに IIOPでターゲット・
データベースに接続します。このオプションは、セッション IIOP
なしで構成されているデータベース・サーバーからの削除を行う
ときに使用します。 

-recurse <name>とその配下の PublishingContextsを再帰的に削除します。
PublishingContextを削除する場合に必要です。 

-role 削除の際に使用するロール。デフォルト値はありません。 

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプション
を使用するには、SSL用のデータベースを構成しておく必要があ
ります。 
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removeツールの使用例を次に示します。

■ /test/testhelloという名前の PublishedObjectを削除します。 

remove /test/testhello -user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

■ /test/etraderという名前の PublishingContextを削除します。 

remove -r /test/etrader -user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

sess_sh
sess_sh（セッション・シェル）ツールは、データベース・インスタンスのセッション・
ネームスペースとの対話型インタフェースです。sess_shを起動するときにデータベース
接続引数を指定します。指定することにより、プロンプトが表示され、コマンドを入力でき
る状態になります。 

sess_shでは、Cシェルなどのシェルからアクセスする UNIXファイル・システムのルッ
ク・アンド・フィールと同様のものがセッション・ネームスペースに与えられます。次に、
セッション・シェル・コマンドの例を示します。 

ls /alpha/beta/gamma

このセッション・コマンドは、「/alpha/beta/gammaと呼ばれる PublishingContext内の
PublishedObjectsと PublishingContextsをリストする」を意味します。（NTユーザー向けの
注意 : ¥alpha¥beta¥gammaではなく /alpha/beta/gammaとします。）実際、
PublishingContextsを操作するセッション・シェル・コマンドの多くは、対応するディレク
トリ操作用の UNIXシェル・コマンドと同じ名前です。たとえば、mkdir
（PublishingContextを作成）や cd（作業する PublishingContextを変更）などです。 

PublishingContextsおよび PublishedObjectsに対する UNIXスタイルの操作に加えて、セッ
ション・シェルは実行可能プログラム、つまり、静的な main()メソッドを持つクラスを起
動できます。実行可能ファイルは、loadjavaでロードしておく必要がありますが、公開す
る必要はありません。公開は CORBA、EJBおよびサーブレットの各オブジェクトに対して
のみ行います。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラ
グを指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文
字列は SIDとみなされます。

-version ツールのバージョンを表示します。 

表表表表 1-7 removeの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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構文構文構文構文
sess_sh {-service | -s} <serviceURL> {-user | -u} <user> 
        {-password  | -p} <password> [options] 
  [@<filename>]
  [-batch]
  [-c | -command <command> <args>]
  [-credsFile <creds>]
  [-describe | -d]
  [-h | -help] 
  [-iiop]
  [-proxy <host>:<port>]
  [-role <rolename>]
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version | -v]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-8は、sess_shコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-8 sess_shの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-service | -s セッション・ネームスペースを sess_shでオープンするデータベースを
識別する URL。serviceURLには、次のいずれかが含まれます。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>
jdbc:oracle:<type>:<spec>
http://<host>:<lport> 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコンピュータで
す。 
<lport>は、セッション IIOPまたは HTTPをリスニングするように設定
されているリスナー・ポートです。
<sid>は、データベース・インスタンス識別子です。 
<type>は、oci8または thinのいずれかになります。
<spec>は、JDBCドライバの接続文字列、別名または URLです。

注意：注意：注意：注意：httpで接続する場合は、初期化パラメタ・ファイルに次のパラメタ
を追加し、インスタンスを再起動してください。

mts_dispatchers="(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)
(PORT=8080))(DISP=1)(PRE=http://admin)"

例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl
jdbc:oracle:thin:@dbhost:5521:ORCL
http://localhost:8080
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-user | -u データベースに接続するためのユーザー名を指定します。この名前は大 /
小文字の区別はないので、常に大文字で指定します。

-password | -p データベースに接続するためのユーザーのパスワードを指定します。この
名前は大 /小文字の区別はないので、常に大文字で指定します。

@<filename> 実行する sess_shコマンドを含むスクリプト・ファイルを指定します。
対象ファイルの構造については、1-31ページの「@<filename>オプショ
ンでの sess_shコマンドのスクリプト」を参照してください。

-batch スクリーンに出力されたすべてのメッセージを無効にします。ヘルプ・
メッセージまたはプロンプトは出力されません。入力したコマンドへの応
答のみ出力されます。

-command コマンドを実行します。sess_shで、1つのコマンドのみ実行する場合
は、-commandオプションの後にコマンドと引数を含む文字列を指定して
sess_shを実行します。指定したコマンドを実行すると、sess_shは終
了します。次の例では、指定したホスト上で "ls -lR"コマンドを実行
します。

sess_sh -user SCOTT -password TIGER 
-service sess_iiop://dbserver:2481:orcl -command "ls -lR"

-credsFile 接続用のユーザー名とパスワードではなく、資格証明の付いたテキスト・
ファイルを提供します。このファイルは、Walletをテキスト・バージョン
にエクスポートして作成します。

-describe | -d ツールの操作方法を要約表示します。 

-echo 実行前に、すべてのコマンドを出力します。このオプションは、スクリプ
ト・ファイルを実行するときに役立ちます。 

-help ツールの構文を要約表示します。 

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに通常の IIOPでターゲット・デー
タベースに接続します。このオプションは、セッション IIOPを使用せず
に構成されたデータベース・サーバーで使用します。 

-proxy プロキシ・ホストおよびポート番号を指定します。これは、内部ネット
ワークの外にあるホストと通信するためにファイアウォール・プロキシを
使用する場合のみ必要です。

-role データベースに渡すロール。デフォルト値はありません。

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプションを使用す
るには、SSL用のデータベースを構成しておき、SSLポートを指定する必
要があります。 

表表表表 1-8 sess_shの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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例例例例  次に sess_shの例を示します。

データベース orclのセッション・ネームスペース上のセッション・シェルをホスト
dbserverのリスナー・ポート 2481に対してオープンします。 

sess_sh -user SCOTT -password TIGER -service sess_iiop://dbserver:2481:orcl

sess_shコマンドは様々なタイプの機能を持ち、次のようにグループ化されます。

■ sess_shオプション :　sess_shコマンドライン・ツールのオプションについて説明し
ます。

■ シェル・コマンド :　ネームスペース内のコンテキストとオブジェクトを操作したり表
示するために使用するコマンドについて説明します。

■ ネームスペース・コマンド :　オブジェクトのバインド、ネームスペース・グループの
管理、およびオブジェクト・プロパティの設定を行うコマンドについて説明します。
UserTransactionオブジェクトおよび DataSourceオブジェクトのバインドについ
ても説明します。

■ 動的リスナー・エンドポイントの構成コマンド :　エンドポイントを既存のリスナーに
追加するコマンドについて説明します。

■ Webアプリケーション管理コマンド :　サーブレットや JavaServer Pagesなど、Webア
プリケーションの管理に使用するコマンドについて説明します。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラグを指
定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文字列は SIDと
みなされます。または、このオプションを使用するかわりに、JNDIプロ
パティに USE_SERVICE_NAMEを指定できます。詳細は、『Oracle8i 
CORBA開発者ガイド』または『Oracle8i Enterprise JavaBeans開発者ガ
イドおよびリファレンス』の「JNDI 接続とセッション IIOPサービス」の
章を参照してください。

-version バージョンを表示します。 

表表表表 1-8 sess_shの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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sess_shオプションオプションオプションオプション
■ sess_shツールの出力リダイレクション

■ @<filename>オプションでの sess_shコマンドのスクリプト

sess_shツールの出力リダイレクションツールの出力リダイレクションツールの出力リダイレクションツールの出力リダイレクション  コマンド・オプションの最後に &><filename>
を追加して、sess_shツールで生成された出力をファイルに格納するように指定できます。
次の例では、すべての出力が listDirファイルにパイプ処理されます。

ls -lR &>/tmp/listDir

@<filename>オプションでのオプションでのオプションでのオプションでの sess_shコマンドのスクリプトコマンドのスクリプトコマンドのスクリプトコマンドのスクリプト  このオプションは、1つ以上
の sess_shコマンドを含むスクリプト・ファイルを指定します。指定されたスクリプト・
ファイルは、クライアント上に配置されます。sess_shツールはファイルを読み込み、指
定されたサーバー上ですべてのコマンドを実行します。また、スクリプト・ファイルはサー
バー上で実行されるので、ファイルへの出力のリダイレクトや別のスクリプトの実行など、
スクリプト・ファイルでのオペレーティング・システムとの対話はすべてサーバー上で行わ
れます。別のスクリプト・ファイルを実行するように sess_shに指示する場合、このファ
イルはサーバー上の $ORACLE_HOMEディレクトリ内にある必要があります。

任意のオプションと必要な入力引数の後に続いて sess_shコマンドを入力します。 

スクリプト・ファイルには、sess_shコマンドおよびそれに続くオプションと入力パラ
メータが含まれています。入力パラメータは、sess_shコマンドラインに渡すことができ
ます。sess_shコマンドは、既知の sess_shオプションをすべて処理し、その他のオプ
ションと引数をスクリプト・ファイルに渡します。 

スクリプト・ファイルにあるコマンド内の引数にアクセスするには、&1...&nを置いて引
数を示します。すべてのパラメータが 1つのコマンドに渡される場合は、文字列「&*」を指
定して、すべてのパラメータがこのコマンドに渡されることを示すことができます。

次の例は、スクリプト・ファイルの execShellのコンテンツを示します。

chmod +x SCOTT nancy /alpha/beta/gamma
chown SCOTT /alpha/beta/gamma
java testhello &*

必要な入力引数は 2つなので、次のように、javaコマンドの引数パラメータを実装するこ
ともできます。 

java testhello &1 &2
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このファイルを実行するには、次のように指定します。

sess_sh -user SCOTT -password TIGER -service sess_iiop://dbserver:2481:orcl \
        @execShell alpha beta

sess_shは既知のオプションをすべて処理し、スクリプト・ファイル内のコマンドが使用
する他の入力パラメータとともに渡します。次の例では、パラメータの alphaと betaは、
スクリプト・ファイル内の javaコマンドに渡されます。したがって、実際に実行されるコ
マンドは次のようになります。

java testhello alpha beta

スクリプト・ファイルには、ハッシュ記号（#）を付けてコメントを追加できます。#記号を
付けるとその行の最後までコメントとみなされ、sess_shで無視されます。次に例を示し
ます。

#this whole line is ignored by sess_sh

シェル・コマンドシェル・コマンドシェル・コマンドシェル・コマンド
次のシェル・コマンドは、UNIXシェルのコマンドと同様に動作します。

注意注意注意注意 : 同じ方法で、-commandオプションに引数を指定することもでき
ます。次に例を示します。

sess_sh ... -command "cd &1" contexts

sess_shツールは、すべてのオプションを処理した後、contextsを引
数として cdコマンドに渡します。

■ alias ■ cd ■ chmod

■ chown ■ connect ■ echo

■ env ■ exit ■ help

■ java ■ ln ■ ls

■ mkdir ■ mv ■ pwd

■ rm ■ setenv ■ version

■ whoami
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各シェル・コマンドには、次の共通オプションがあります。

alias
スクリプト・ファイル内で使用する別名を作成できます。複数の別名を指定できます。別名
の定義には、複数のコマンドを含めることができます。コマンドは、改行によって区切りま
す。定義全体は、二重引用符で囲みます。 

構文は次のとおりです。

alias <name> <definition>

<name>は別名で、<definition>は任意の sess_shコマンドです。たとえば、次の例で
は、"ll"という別名を作成して、"ls -l &*"にマップします。

alias ll "ls -l &*"

したがって、"ll bin webdomains"というコマンドは、"ls -l bin webdomains"に変
換されます。

別名をエコーするには、<description>ではなく、<name>を使用して aliasコマンド
を実行します。

別名を削除するには、次のように、空文字列を指定して aliasコマンドを実行します。

alias <name> ""

cd 
cdコマンドは、UNIXシェルの cdコマンドに似ています。これは、作業する
PublishingContextに移動します。 

構文構文構文構文  

cd [options] [path] 

例を次に示します。 

PublishingContextに移動します。 

$ cd / PublishingContext

表表表表 1-9 sess_shコマンドの共通オプションコマンドの共通オプションコマンドの共通オプションコマンドの共通オプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-describe | -d ツールの操作方法を要約表示します。 

-help | -h ツールの構文を要約表示します。 

-version バージョンを表示します。 
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chmod 
chmodコマンドは、UNIXシェルの chmodコマンドに似ています。PublishingContextまた
は PublishedObjectに対する権限を持つユーザーまたはロールを変更します。読込み、書込
みおよび実行の各権限の詳細は、表 1-4を参照してください。オブジェクトの所有者のみが
その権限を変更できます。 

構文構文構文構文  

chmod [options] {+|-}{r|w|x} {<user> | <role>} [, {<user> | <role>} ...]<objectname>
      [-R]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

 表 1-10は、chmodの引数の一覧です。

chmodの例をいくつか次に示します。

■ /alpha/beta/gammaの実行権限を SCOTTと NANCYに与えます。スキーマはカンマ
のみで区切ることに注意してください。 

$ chmod +x SCOTT,NANCY /alpha/beta/gamma

■ この同じオブジェクトに対する SCOTTの書込み権限を削除します。 

$ chmod -w SCOTT /alpha/beta/gamma

注意注意注意注意 : 名前は、すべて大 /小文字の区別があります。したがって、ス
キーマ、ユーザー名およびパスワードに大文字は使用しません。

表表表表 1-10 chmodの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

+/-rwx <user>または <role>に対して追加（+）または削除（-）する
権限（読込み、書込みまたは実行）を指定します。 

<user> | <role> 権限を増減する対象のユーザーまたはロールを指定します。この
値は、大 /小文字の区別があります。

<objectname> 権限が変更される PublishingContextまたは PublishedObjectの名
前を指定します。

-R 実行権限を再帰的に変更します。シンボリック・リンクは含まれ
ません。
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chown 
chownコマンドは、UNIXシェルの chownコマンドに似ています。これは、
PublishingContextまたは PublishedObjectの所有権を変更します。新しく作成された時点で
の PublishingContextまたは PublishedObjectの所有者は、それを公開したユーザーです。
PublishingContextまたは PublishedObjectの所有権を変更するには、SYSであることが必要
です。 

構文構文構文構文  

chown [options] {<user> | <role>} <objectname>
      [-R]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

 表 1-11は、chownの引数の一覧です。

chownの例を次に示します。

SCOTTを /alpha/beta/gammaの所有者にします。 

$ chown SCOTT /alpha/beta/gamma

connect
connectツールは、既存の sess_shを使用せずに別のサーバーに接続します。sess_sh
で使用するのと同じ接続オプションが必要です。connectのオプションは次のとおりです。

connect [-options] {-user | -u} <user> {-password  | -p} <password>
                   {-service | -s} <serviceURL> 
  [-credsFile <creds>]
  [-iiop]
  [-proxy <host>:<port>]
  [-role <rolename>]
  [-ssl]
  [-useServiceName]

表表表表 1-11 chown の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<user> | <role> 新しい所有者となるユーザーまたはロールを指定します。 

<objectname> 所有者が変更される PublishingContextまたは PublishedObjectの
名前を指定します。

-R 所有権を再帰的に変更します。シンボリック・リンクは含まれま
せん。
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-8は、connectコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-12 connectの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-service | -s セッション・ネームスペースを sess_shでオープンするデータベース
を識別する URL。serviceURLには、次のいずれかが含まれます。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>
jdbc:oracle:<type>:<spec>
http://<host>:<lport> 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコンピュータで
す。 
<lport>は、セッション IIOPまたは HTTPをリスニングするように
設定されているリスナー・ポートです。
<sid>は、データベース・インスタンス識別子です。 
<type>は、oci8または thinのいずれかになります。
<spec>は、JDBCドライバの接続文字列、別名または URLです。

例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl
jdbc:oracle:thin:@dbhost:5521:ORCL
http://localhost:8080

-user | -u データベースに接続するためのユーザー名を指定します。この名前は大
/小文字の区別はないので、常に大文字で指定します。

-password | -p データベースに接続するためのユーザーのパスワードを指定します。こ
の名前は大 /小文字の区別はないので、常に大文字で指定します。

-credsFile 接続用のユーザー名とパスワードではなく、資格証明の付いたテキス
ト・ファイルを提供します。このファイルは、Walletをテキスト・バー
ジョンにエクスポートして作成します。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに通常の IIOPでターゲット・
データベースに接続します。このオプションは、セッション IIOPを使
用せずに構成されたデータベース・サーバーで使用します。 

-proxy プロキシ・ホストおよびポート番号を指定します。これは、内部ネット
ワークの外にあるホストと通信するためにファイアウォール・プロキシ
を使用する場合のみ必要です。

-role データベースに渡すロール。デフォルト値はありません。

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプションを使用
するには、SSL用のデータベースを構成しておき、SSLポートを指定す
る必要があります。 
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connectを使用した例を次に示します。

IIOPセッションに接続します。

connect -u scott/tiger -s sess_iiop://mysun:5522:ORCL

ファイアウォールを通じて HTTP SSLセッションに接続します。

connect -u scott/tiger -s https://mysun:9090 -proxy companyx-proxy:2443

echo
指定された対象を正確に標準出力に出力します。これは、ほとんどの場合、スクリプト・
ファイルで使用します。 

構文は次のとおりです。

echo [<echo_string>] [<args>]

<echo_string>は、シェル・スクリプトの起動時にスクリーンに書き込むテキストが含ま
れる文字列です。<args>は、ユーザーが指定する入力引数です。次の例では、通知を出力
します。

echo "Adding an owner to the schema" &1

入力パラメータが "SCOTT"の場合、出力は "Adding an owner to the schema SCOTT"とな
ります。

env
envコマンドを使用して、環境変数とその値を表示できます。 

構文構文構文構文  

env [<variable>] 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラグを
指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文字列は
SIDとみなされます。または、このオプションを使用するかわりに、
JNDIプロパティに USE_SERVICE_NAMEを指定できます。詳細は、
『Oracle8i CORBA開発者ガイド』または『Oracle8i Enterprise 

JavaBeans開発者ガイドおよびリファレンス』の「JNDI接続とセッ
ション IIOPサービス」の章を参照してください。

表表表表 1-12 connectの引数の要約（続き）の引数の要約（続き）の引数の要約（続き）の引数の要約（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-13で、envの引数を説明します。
 

次の例では、TEST変数の値が出力されます。

$ env test
TEST=HELLO

exit 
exitコマンドは、sess_shを終了します。

構文構文構文構文  

exit

例を次に示します。

セッション・シェルを終了します。 

$ exit
% 

help 
helpコマンドは、セッション・シェルのコマンド構文の要約を表示します。また、helpコ
マンドを使用して、特定のコマンドについてオプションの要約も表示できます。

構文構文構文構文  

help [<command>]

java 
javaコマンドは、JDKの javaコマンドに似ています。クラスの静的な main()メソッド
を起動します。loadjavaであらかじめクラスをロードしておく必要があります。（javaコ
マンドで起動されるクラスを公開しても意味がありません。）javaコマンドは、データベー
スで実行される Javaコードをテストするための便利な手段です。特に、javaコマンドは例
外を捕捉し、クラスの標準出力と標準エラー出力をセッション・シェルにリダイレクトし
て、他のコマンド出力の場合と同様に表示します。（データベース内で実行される Javaクラ
スの標準出力と標準エラー出力の通常の出力先は、データベース・サーバー・プロセスの 1

表表表表 1-13 envの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<variable> 環境変数名。指定しないと、すべての変数が出力されます。
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つ以上のトレース・ファイルです。これは読みにくく、また読むためには DBA特権が必要
な場合もあります。） 

構文構文構文構文  

java [-schema <schema>] <class> [arg1 ... argn]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-14は、javaの引数の一覧です。

javaコマンドの例を次に示します。

"Hello from the JServer/ORB"を表示して、引数を表示します。 

package hello;
public class World {
    public World() {
        super();
    }
    public static void main(String[] argv) {
        System.out.println("Hello from the JServer/ORB");
        if (argv.length != 0)
            System.out.println("You supplied " + argv.length + " arguments: ");
            for (int i = 0; i < argv.length; i++)
                System.out.println(" arg[" + i + "] : " + argv[i]);
    }
}

次のようにして実行可能ファイルをコンパイル、ロード、公開および実行します。その際、
ユーザー ID、ホストおよびポートの情報は適宜入れ替えてください。 

% javac hello/World.java
% loadjava -r -user SCOTT/TIGER@localhost:5521:orcl -t hello/World.class
% sess_sh -user SCOTT -password TIGER -service sess_iiop://localhost:2481:orcl
$ java testhello alpha beta

表表表表 1-14 javaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

class 実行する Javaクラス・スキーマ・オブジェクトの名前を指定しま
す。 

-schema 実行するクラスを含むスキーマ名を指定します。デフォルトは起
動側のスキーマです。スキーマ名は、大 /小文字の区別がありま
す。

arg1 ... argn クラスの main()メソッドに渡す引数。 
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Hello from the JServer/ORB
You supplied 2 arguments:
arg[0] : alpha
arg[1] : beta

ln 
ln（link ）コマンドは、UNIXシェルの lnコマンドに似ています。これは、
PublishingContextまたは PublishedObjectのシノニムです。lnコマンドを使用すると、
PublishingContextまたは PublishedObjectを移動したときに、PublishingContextまたは
PublishedObjectへの古い参照が無効になるのを防止できます（1-43ページの「mv」を参照
してください）。古い名前でリンクを作成すると、新旧の名前でオブジェクトにアクセスで
きます。 

構文構文構文構文  

ln [-symbolic | -s] <object> <link>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-15は、lnの引数の一覧です。 

lnコマンドの例を次に示します。 

オブジェクトの名前が newに変更されても、oldでそのままアクセスできます。 

$ mv old new
$ ln new old

表表表表 1-15 l引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-s <link>で指定した名前の <object>について、シンボリック・
ソフト・リンクを作成します。

<object> リンクを作成する PublishingContextまたは PublishedObjectの名
前。 

<link> シノニム。これにより、<object>も識別されます。 
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ls 
ls（list）コマンドは、UNIXシェルの lsコマンドがディレクトリの内容を表示するのと同
じように、PublishingContextsの内容を表示します。 

構文構文構文構文  

ls [options] [<pubcon> | <pubobj [<pubcon> | <pubobj] ...] 
  [-dir]
  [-l] 
  [-ld | ldir]
  [-R]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-16で、lsの引数を説明します。
 

lsコマンドの例を次に示します。

ルートの PublishingContextの内容をショート形式で表示します。

$ ls /
bin/ service/ test/
etc/ system/ webdomains/

表表表表 1-16 lsの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<pubcon> | <pubobj> リストする PublishingContextや PublishingObjectの名前。デ
フォルトは、作業中の PublishingContextです。 

-dir PublishingContextsのみを表示します。UNIXの ls -dコマンド
に似ています。 

-l ロング（詳細）形式で内容を表示します。ロング形式には、名前、
作成日時、所有者および権限が含まれます。PublishedObjectsに
ついては、このオプションはクラス、スキーマおよびヘルパーも
表示します。このオプションは -Rと連結して、-lRまたは -Rl
として使用できます。

-ldir ロング形式で PublishingContextsをリストし、PublishingObjects
を無視します。UNIXの ls -ldコマンドに似ています。

-R 再帰的にリストします。このオプションは -lと連結して、-lR
または -Rlとして使用できます。
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ルートの PublishingContextの内容をロング形式で表示します。 

$ ls -l /
Read Write Exec Owner Date Time Type Name
PUBLIC SYS PUBLIC SYS Dec 14 14:59 Context bin
PUBLIC SYS PUBLIC SYS Dec 14 14:59 Context etc
SYS SYS SYS SYS Dec 14 14:59 Context service
SYS SYS SYS SYS Dec 14 14:59 Context system
PUBLIC PUBLIC PUBLIC SYS Dec 14 14:59 Context test
SYS SYS SYS SYS Dec 14 14:59 Context Webdomains

/testの PublishingContextの内容をロング形式で表示します。 

$ ls -l test 
Read Write Exec Owner Date Time Type Name
SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT Dec 14 16:32 CorbaPublishedObject myBank

mkdir 
mkdirコマンドは、UNIXシェルの mkdirコマンドに似ており、PublishingContextを生成
します。mkdirを使用する場合は、ターゲットの PublishingContextに対する書込み権限が
必要です。 

構文構文構文構文  

mkdir [options] <name>
 [-path | -p] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-17で、mkdirの引数を説明します。
 

mkdirコマンドの例を次に示します。

/test/alphaという PublishingContextを作成します（/testが存在します）。 

mkdir /test/alpha

表表表表 1-17 mkdirの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 作成する PublishingContextの名前。

-path 中間 PublishingContextsが存在していない場合にそれを作成しま
す。
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/test/alpha/beta/gammaという PublishingContextを作成します
（/test/alpha/betaは存在しません）。 

$ mkdir -path /test/alpha/beta/gamma

mv 
mvコマンドは、UNIXシェルの mvコマンドに似ています。 

構文構文構文構文  

mv [options] <old> <new>

mvコマンドの例を次に示します。

/test/fooの名前を /test/barに変更します。

$ mv /test/foo /test/bar

pwd 
pwdコマンドは、作業中の PublishingContextの名前を表示します。このコマンドは、
UNIXシェルの pwdコマンドに似ています。 

構文構文構文構文  

pwd [options] 

pwdコマンドの例を次に示します。

$ pwd
/test/alpha

rm 
rmコマンドは、 UNIXシェルの rmコマンドに似ています。PublishedObjectまたは
PublishingContextを、その内容も含めて削除します。オブジェクトを削除するには、オブ
ジェクトが含まれている PublishingContextに対する書込み権限が必要です。 

構文構文構文構文  

rm [options] <object> ... <object>
   [-r] 
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-18で、rmの引数を説明します。
 

rmコマンドの例を次に示します。

PublishedObjectの /test/bankを削除します。

rm /test/bank

PublishingContextの /test/release3とそこに含まれているすべてを削除します。 

rm -r /test/release3

setenv
スクリプト内、または sess_shツールの現行の起動で使用するために、環境変数を設定で
きます。この変数は、sess_shの外では無効で、sess_shが終了すると失われます。 

構文構文構文構文  

setenv <variable> <value>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-19で、setenvの引数を説明します。
 

表表表表 1-18 rmの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object> 削除対象の PublishedObjectまたは PublishingContextの名前。

-r | -recurse <object>を PublishingContextとして解釈します。そのオブ
ジェクトと内容を再帰的に削除します。 

表表表表 1-19 setenv の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<variable> 環境変数名。

<value> 環境変数を設定する値。値を指定しないと、定義した
<variable>は削除されます。
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次の例では、TEST変数を文字列 HELLOに設定します。変数を設定すると、その値は env
コマンドで表示されます。

$ setenv TEST HELLO
$ setenv PATH .:/bin:/test/bin
$ env test
TEST=HELLO
PATH=.:/bin:/test/bin

環境変数を削除するには、変数に NULL文字列を設定します。TEST変数を削除する例を次
に示します。

$ setenv TEST ""

version 
versionコマンドは、sess_shツールのバージョンを表示します。また、指定したコマン
ドのバージョンも表示できます。

構文構文構文構文  

version [options] [<command>]

versionコマンドの例を次に示します。

セッション・シェルのバージョンを表示します。 

$ version
1.0

whoami
セッションにログインしているカレント・ユーザーを出力します。
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ネームスペース・コマンドネームスペース・コマンドネームスペース・コマンドネームスペース・コマンド

addgroupentry
addgroupentryコマンドは、1つのプロパティを指定された JNDIオブジェクトに関する
既存のプロパティ・グループに追加します。

構文構文構文構文  

addgroupentry <object_name> <group_name> <prop_name> <prop_value>

次の例では、configオブジェクトの wineグループに別のプロパティを設定します。

addgroupentry config wine type merlot

bind
bindコマンドは、オブジェクト参照またはネーミング・コンテキストを JNDIネームス
ペースにバインドします。オプションの順序は、ここで指定する順序に従う必要がありま
す。オプションの順序は変更できません。

構文構文構文構文  

bind <JNDI_object_name> [options]
   [-context]
   [-rebind]
   {-class | -c <classname>
   [-factory | -f <factory>]
   [-location | -l <URL>]

■ addgroupentry ■ bind ■ bindut

■ bindds ■ getgroup ■ getproperties

■ publish ■ removegroupentry ■ setgroup

■ setproperties

表表表表 1-20 addgroupentryコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 

<group_name> setgroupコマンドで作成されたプロパティ・グループの名前。

<prop_name> グループまたはオブジェクトに割り当てられたプロパティの名前。

<prop_value> プロパティの値。
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   [-string <type_name> <string_value> [-string <type_name> <string_value> ...]]
   [-binary <type_name> <string_value> [-binary <type_name> <string_value> ...]]

次の例では、CORBAインターオペラブル・オブジェクト・リファレンス（CORBA IOR） 参
照を JNDIネームスペースにバインドします。オブジェクト参照は bindの実行前に文字列
化されており、入力引数 $1に置換されます。さらに、従業員サイト番号 400のバイナリ参
照属性もオブジェクト内にバインドされます。

bind /test/employee -class employee.Employee -factory employee.EmployeeFactory
-string EmpObjRef $1 -binary EmpNumber 400

bindut
bindutコマンドは、UserTransactionオブジェクトをネームスペースにバインドしま
す。1フェーズ・コミットおよび 2フェーズ・コミットのトランザクションについては、
UserTransactionオブジェクトをバインドする必要があります。2フェーズ・コミットの
場合、UserTransactionは 2フェーズ・コミット・エンジンを使用してバインドします。

表表表表 1-21 bindコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<JNDI_object_name> ネームスペース内でオブジェクトがバインドする JNDI名。この名
前は、バインドするオブジェクトを取得するために使用します。

-context バインドするオブジェクトは、JNDI Contextまたは InitialContext
です。

-rebind JNDI名がすでに存在している場合は、その名前がバインドされて
いるオブジェクトをこのオブジェクトに置換します。

-class バインドしたオブジェクトのクラス名を指定します。 

-factory オブジェクトを作成するためのファクトリ名を指定します。JNDI
はこの名前を使用してオブジェクトを作成します。 

-location デフォルトの場所を使用しない場合は、ファクトリの場所を指定し
ます。これは、JNDI URLを指定します。詳細は、JNDI仕様を参
照してください。

-string タイプ名および値別に、オブジェクトの文字列参照属性を指定しま
す。 

-binary タイプおよびバイナリ値別に、オブジェクトのバイナリ参照属性を
指定します。指定した文字列値がバイナリに変換されます。
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構文構文構文構文  

bindut <lookup_name> [options]
       [-help | -h]
       [-describe | -d]
       [-version | -v]
       [-rebind]
       [-expprop]
       [-host <hostname> -port <portnum> -sid <SID>] 
       [-url <db_url>]
       [-g | -grant {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
       [-recursiveGrant | -rg | -rG {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
       [-user | -u <user>]
       [-password | -p <password>]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-22は、bindutコマンドライン引数の一覧です。

注意注意注意注意 : 2フェーズ・コミット・エンジンを変更する場合は、トランザク
ションに含まれるすべての DataSourceオブジェクトについてデータ
ベース・リンクをすべて更新し、UserTransactionをリバインドする必
要があります。

表表表表 1-22 bindutの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<lookup_name> UserTransactionオブジェクトの JNDI名。

-help ツールの構文を要約表示します。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-version ツールのバージョンを表示します。 

-rebind UserTransactionオブジェクトの JNDI名がすでに存在してい
る場合に、このオブジェクトを新しいオブジェクトで上書きする
場合は、このオプションを指定する必要があります。指定しない
と、このオプションに対するバインドは発生せず、AlreadyBound
例外が発生します。
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-expprop このオプションは、host/port/sidオプションが指定されてい
る場合のみ指定します。オブジェクト間でトランザクションを伝
播する方法を指定します。IIOPクライアントが IIOPサーバー・
メソッドを起動すると、トランザクションのコンテキストは暗黙
的に伝播されます。ただし、クライアントが JDBCまたは HTTP
を通信に使用する場合、伝播コンテキストは明示的に伝播する必
要があります。JDBCまたは HTTP通信の場合は、このフラグを
指定します。 

-host <host> 
-port <port> 
-sid <sid> 

これらのオプションで、2フェーズ・コミット・エンジンとして
動作する Oracle8i データベースを指定します。これらは、2
フェーズ・コミットを使用するグローバル・トランザクションの
場合のみ必要です。2フェーズ・コミット・エンジンの場所は、
これらのオプションを通じて指定するか、または -urlオプショ
ン内で指定できます。-sidのデフォルト値は ORCLです。 

-url <db_url> この URLで、2フェーズ・コミット・エンジンとして動作する
Oracle8i データベースの場所を指定します。2フェーズ・コミッ
ト・エンジンは、このオプションを使用して指定するか、または
前述の 4つのオプション内で URLの各部分を個別に指定すること
によって指定できます。この URLは、JDBC Thinまたは
sess_iiop URLのいずれかです。 

-grant <user> | <role> <user>および <role>の名前の列に、読込みおよび実行のパー
ミッションを付与します。リーフ・ノードをリバインドするとき
に、読込みまたは実行のパーミッションを持つ既存のユーザーと
ロールを、<user>および <role>の名前で置き換えます。
UserTransactionオブジェクトのパーミッションを選択して変
更するには、sess_shの chmodコマンドを使用します。ユー
ザー名およびロール名の列は、間にスペースを入れないカンマ区
切りのリストで表します。

注意注意注意注意 :スキーマ名は必ず大文字で指定します。

-recursiveGrant <user> 
| <role>

-grantオプションと同様に、指定したオブジェクト、およびそ
のオブジェクトが存在するすべてのコンテキストに、読込みおよ
び実行のパーミッションを付与します。コンテキストに SYSレベ
ルのパーミッションが付与されている場合、コンテキストへの権
限付与は無視されます。-grantまたは -recursiveGrantのい
ずれかを指定できます。

表表表表 1-22 bindutの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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例例例例  次の例では、ut1 UserTransactionを、dbsun.mycompany.comに 2フェーズ・コ
ミット・エンジンを指定するネームスペースにバインドします。 

bindut /test/UserTransaction/ut1 -host dbsun.mycompany.com -port 2481 -sid ORCL 

同じコマンドを次のように発行することもできます。

bindut /test/UserTransaction/ut1 -url sess_iiop://dbsun.mycompany.com:2481:ORCL

UserTransactionオブジェクトのバインドに使用するオプションは、次に説明するよう
に、トランザクションが 1フェーズ・コミットまたは 2フェーズ・コミットのいずれかを使
用しているかによって異なります。

■ 1フェーズ・コミット :　UserTransactionオブジェクトの JNDIバインド名を指定し
ます。2フェーズ・コミット・エンジンへのアドレスを指定する必要はありません。次
の例では、1フェーズ・コミットのトランザクションに存在する "/test/myUT"という
名前の UserTransactionをバインドします。

bindut /test/myUT

■ 2フェーズ・コミット :　UserTransactionオブジェクトの JNDIバインド名、および
2フェーズ・コミット・エンジンのアドレスを指定します。次の例では、
"/test/myUT"という名前の UserTransaction、および "2pcHost"にある 2フェー
ズ・コミット・エンジンをバインドします。

bindut /test/myUT -url jdbc:oracle:thin:@2pcHost:5521:ORCL

トランザクションがコミットされると、UserTransactionは、-urlオプションで指
定した 2フェーズ・コミット・エンジンと通信し、トランザクションに含まれる全デー
タベースへの変更をすべてコミットします。UserTransactionは、トランザクション
に含まれるすべてのデータベースを追跡管理します。2フェーズ・コミット・エンジン
は、これらのデータベースのデータベース・リンクを使用してトランザクションを完了
します。 

-user | -u <user> 2フェーズ・コミット・エンジンに接続するユーザーの名前を指
定します。このオプションは、2フェーズ・コミットを使用する
場合のみ必要です。

-password | -p 
<password>

2フェーズ・コミット・エンジンに接続するユーザーのパスワー
ドを指定します。このオプションは、2フェーズ・コミットを使
用する場合のみ必要です。

表表表表 1-22 bindutの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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bindds
binddsコマンドは、DataSourceオブジェクトを JNDIネームスペースにバインドしま
す。ローカル・データベースを含めたデータベースのリストを作成するには、JTAの 
DataSourceオブジェクトをバインドして、トランザクションに含まれる各データベースを
識別する必要があります。2フェーズ・コミットのトランザクションが必要な場合、システ
ム管理者は、2フェーズ・コミット・エンジンからトランザクションに含まれる各データ
ベースへのパブリック・データベース・リンクを作成する必要があります。これらのデータ
ベース・リンク名は、DataSourceオブジェクトのバインド時に含まれます。 

JTA、XAまたは JNDIでは、後でデータベース接続を取得して活性化するために、
DataSourceオブジェクトの JNDIネームスペースへのバインドが必要な場合があります。
binddsコマンドを使用してバインドできる DataSourceオブジェクトは、次の 4種類で
す。 

■ OracleDataSource:　Oracle8i データベースで使用するために変更された
DataSourceオブジェクト。

■ OracleJTADataSource:　グローバル JTAトランザクション内で使用するために変更
された DataSourceオブジェクト。JTA内でローカル・データベースを含めたデータ
ベースのリストを作成するには、OracleJTADataSourceオブジェクトをバインドし
て、トランザクションに含まれる各データベースを識別する必要があります。 

■ OracleConnectionPoolDataSource:　DataSourceオブジェクトのプールで使用
するために変更された DataSourceオブジェクト。

■ OracleXADataSource:　XAタイプの接続内で使用するために変更された
DataSourceオブジェクト。

DataSourceオブジェクトのタイプは、次に説明するように、binddsコマンドの -dstype
オプションで指定します。

構文構文構文構文  

bindds <lookup_name> [options]
       [-help | -h]
       [-describe | -d]
       [-version | -v]
       [-dstype <datasource>]
       [-host <hostname> -port <portnum> -sid <SID> -driver <driver_type>] 
       [-url <db_url>]
       [-dblink <DBLINK>]

注意注意注意注意 : 2フェーズ・コミット・エンジンを変更する場合は、トランザク
ションに含まれるすべての DataSourceオブジェクトについてデータ
ベース・リンクをすべて更新し、UserTransactionをリバインドする必
要があります。
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       [-g | -grant {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
       [-recursiveGrant | -rg {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
       [-rebind]
       [-user | -u <user>]
       [-password | -p <password>]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-23は、binddsコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-23 binddsの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<lookup_name> DataSourceオブジェクトの JNDI名。

-help ツールの構文を要約表示します。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-version ツールのバージョンを表示します。 

-dstype <datasource> 現在バインドしている DataSourceオブジェクトのタイプ。値は
次のいずれかになります。 

■ このオプションを指定せずに OracleDataSourceをバイン
ドする。

■ jta:　OracleJTADataSource

■ xa:　OracleXADataSource

■ プール :　OracleConnectionPoolDataSource

このオプションを指定しない場合、デフォルトは
OracleDataSourceオブジェクトになります。

-host <host> 
-port <port> 
-sid <sid> 
-driver <drv_type>

データベースへの接続を確立するため、これらのオプションで
データベースの場所およびドライバのタイプを指定します。この
情報によって、すべてのユーザーがこのオブジェクトを取得して
このデータベースに接続できます。または、-urlオプションの
URL書式内でこの情報を指定することもできます。-sidのデ
フォルト値は ORCLです。-driverの値は、thin、oci8また
は kprbのいずれかです。

-url <db_url> この JDBC URLで、データベースの場所を指定します。この情報
を DataSourceオブジェクト内にバインドすると、データベース
への接続を確立できます。または、この情報を前述の 4つのオプ
ション内で指定することもできます。必ず JDBC URLを指定して
ください。IIOP（sess_iiop）アドレスは指定できません。
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-dblink <DBLINK> 2フェーズ・コミット・エンジンからデータベースへの完全な
データベース・リンクは、この DataSourceオブジェクトによっ
て記述されています。データベース・リンクは、管理者が事前に
構成する必要があります。このオプションは、2フェーズ・コ
ミット・トランザクションを使用する場合のみ必要です。システ
ム管理者は、事前に 2フェーズ・コミット・エンジン上にパブ
リック・データベース・リンクを作成する必要があります。 

-grant 
<user> | <role>

<user>および <role>の名前の列に、読込みおよび実行のパー
ミッションを付与します。リバインドするときに、読込みまたは
実行のパーミッションを持つ既存のユーザーとロールを、<user>
および <role>の名前で置き換えます。DataSourceのパーミッ
ションを選択して変更するには、sess_shの chmodコマンドを
使用します。ユーザー名およびロール名の列は、間にスペースを
入れないカンマ区切りのリストで表します。

注意注意注意注意 :スキーマ名は必ず大文字で指定します。

-recursiveGrant
<user> | <role>

-grantオプションと同様に、指定したオブジェクト、およびその
オブジェクトが存在するすべてのコンテキストに、読込みおよび
実行のパーミッションを付与します。コンテキストに SYSレベル
のパーミッションが付与されている場合、コンテキストへの権限
付与は無視されます。-grantまたは -recursiveGrantのいず
れかを指定できます。

-rebind DataSourceオブジェクトがすでに存在している場合に、このオ
ブジェクトを新しいオブジェクトで上書きする場合は、このオプ
ションを指定する必要があります。指定しないと、このオプショ
ンに対するバインドは発生しません。

-user | -u <user> データベースに接続するためのユーザーの名前を指定します。
ユーザー名を DataSourceオブジェクト内に格納します。データ
ベース接続を確立するとき、JNDIコンテキスト内にユーザー名が
指定されていない場合は、このユーザー名が使用されます。

-password | -p
<password>

データベースに接続するためのユーザーのパスワードを指定しま
す。パスワードを DataSourceオブジェクト内に格納します。
データベース接続を確立するとき、JNDIコンテキスト内にパス
ワードが指定されていない場合は、このパスワードが使用されま
す。

表表表表 1-23 binddsの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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OracleJTADataSourceオブジェクトのバインドオブジェクトのバインドオブジェクトのバインドオブジェクトのバインド  グローバル・トランザクションに含まれてい
るデータベースについて、OracleJTADataSourceオブジェクトをバインドします。2
フェーズ・コミットのトランザクションが必要な場合、システム管理者は、2フェーズ・コ
ミット・エンジンからトランザクションに含まれる各データベースへのパブリック・データ
ベース・リンクを作成する必要があります。OracleJTADataSourceオブジェクトのバイ
ンド時に、これらのデータベース・リンク名が含まれている必要があります。 

次の例では、2フェーズ・コミット・エンジンで作成したデータベース・リンク名の ds1db
を使用して、ds1 OracleJTADataSourceをネームスペースにバインドします。

% bindds /test/ds1 -host dbsun.mycompany.com -port 2481 
-sid ORCL -driver thin -dstype jta -dblink ds1db.oracle.com

OracleJTADataSourceオブジェクトのバインドに使用するオプションは、次に説明する
ように、トランザクションが 1フェーズ・コミットまたは 2フェーズ・コミットのいずれか
を使用しているかによって異なります。

■ 1フェーズ・コミット :　このデータベースの JNDIバインド名と URLアドレス情報を
OracleJTADataSourceオブジェクト内で指定します。データベース・リンクを指定
する必要はありません。次の例では、1フェーズ・コミットのトランザクションに存在
する "/test/myUT"という名前の OracleJTADataSourceをバインドします。

bindds /test/ds1 -host dbsun -port 5521 -sid ORCL -driver thin -dstype jta

■ 2フェーズ・コミット :　オブジェクトの JNDIバインド名、データベースに接続するた
めの URL、および 2フェーズ・コミット・エンジンからこのデータベースへのデータ
ベース・リンクを指定します。 

bindds /test/myUT -url jdbc:oracle:thin:@dbsun:5521:ORCL -dstype jta
-dblink mydsdblink.oracle.com

これには、データベースに接続するための情報の他に、2フェーズ・コミット・エンジ
ンがグローバル・トランザクションを容易にコミットするために必要な情報も含まれて
います。 

注意注意注意注意 : 2フェーズ・コミットの場合、DataSourceオブジェクトは 2
フェーズ・コミット・エンジンを使用してバインドします。2フェーズ・
コミット・エンジンを変更する場合は、すべてのデータベース・リンクを
更新し、関連するすべての DataSourceオブジェクトをリバインドする
必要があります。
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getgroup
getgroupコマンドは、指定した JNDIオブジェクトに関するプロパティ・グループ内にあ
るすべてのプロパティをリスト表示します。

構文構文構文構文  

getgroup <object_name> <group_name>

次の例では、configオブジェクトの wineグループで定義されたすべてのプロパティを表
示します。

getgroup config wine

getproperties
getpropertiesコマンドは、指定した JNDI名に関連するすべてのプロパティをリスト表
示します。

構文構文構文構文  

getproperties [-all] <object_name>

publish 
publishコマンドは、publishツールと同じ機能を実行します。コマンドの構文と例は、
1-21ページの「publish」を参照してください。

表表表表 1-24 getgroupコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 

<group_name> setgroupコマンドで作成されたプロパティ・グループの名前。

表表表表 1-25 getpropertiesコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-all クラス、ファクトリ、ファクトリの場所など、参照情報を含めたすべ
てのプロパティ情報を表示します。

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 
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removegroupentry
removegroupentryコマンドは、指定された JNDIオブジェクトに関する既存のプロパ
ティ・グループから、1つのプロパティを削除します。

構文構文構文構文  

removegroupentry <object_name> <group_name> <prop_name> 

次の例では、configオブジェクトの wineグループから、typeプロパティを削除します。

removegroupentry config wine type

setgroup
setgroupコマンドは、JNDIオブジェクトに関するプロパティ・グループを作成します。
プロパティを既存のグループに追加する場合は、addgroupentryコマンドを使用します。
setgroupコマンドを実行すると、新規グループを作成するか、または既存のグループを上
書きするかのいずれかになります。複数のプロパティを指定するには、名前 /値のすべての
ペアを二重引用符（"）で囲み、名前 /値の各ペアは改行で区切ります。

構文構文構文構文  

setgroup <object_name> <group_name> "<prop_name=prop_value>
          [<prop_name=prop_value>...]"

表表表表 1-26 removegroupentryコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 

<group_name> setgroupコマンドで作成されたプロパティ・グループの名前。

<prop_name> グループまたはオブジェクトに割り当てられたプロパティの名前。

表表表表 1-27 setgroupコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 

<group_name> 指定のプロパティをカテゴリ化するために使用するプロパティ・グ
ループ名。

<prop_name> setpropertiesコマンドを使用して作成されたプロパティ名。

<prop_value> プロパティの値。
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次の例では、configオブジェクト内の wineグループに 3つのプロパティを設定します。

setgroup config wine "debug=true
>servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
>details=high"

setproperties
setpropertiesコマンドは、指定した JNDI名を持つオブジェクトに、名前 /値のペアを
割り当てます。setpropertiesコマンドを実行すると、このオブジェクトのすべてのプロ
パティが、コマンドライン上で指定された内容にリセットされます。複数のプロパティを指
定するには、名前 /値のすべてのペアを二重引用符（"）で囲み、名前 /値の各ペアは改行
で区切ります。

構文構文構文構文  

setproperties <object_name> "<prop_name=prop_value>
          [<prop_name=prop_value>...]"

次の例では、configオブジェクトの 3つのプロパティを設定します。

setproperties config "debug=true
>servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
>details=high"

動的リスナー・エンドポイントの構成コマンド動的リスナー・エンドポイントの構成コマンド動的リスナー・エンドポイントの構成コマンド動的リスナー・エンドポイントの構成コマンド
次の sess_shコマンドを使用して、既存のリスナーを変更します。 

■ regep

■ unregep

regep 
リスナーは、要求を受信するために、各表現タイプについてエンドポイントを持つように構
成する必要があります。ほとんどのリスナーは、Net8（TTC）接続をアクセプトするように
構成されています。これ以外にサポートされている表現タイプは、IIOP
（oracle.aurora.server.SGiopServer）および HTTP（HTTP://webserver）の 2つ

表表表表 1-28 setpropertiesコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object_name> オブジェクトにバインドされている JNDI名。 

<prop_name> プロパティの名前。

<prop_value> プロパティの現在の設定値。
                                                                    ツール 1-57



Session Namespace Tools
です。さらに、独自の表現を作成する場合、リスナーにはその表現に対して登録されたエン
ドポイントが必要です。

エンドポイントは、（Net8構成ツールを使用するか、またはリスナー構成ファイルを変更し
て）リスナー構成内で静的に構成するか、または、regepツールを使用して動的に登録する
ことができます。

エンドポイント登録コマンド（regep）は、指定された表現タイプについて、既存のリス
ナー内にエンドポイントを動的に登録します。たとえば、主に TTC要求用に存在するリス
ナーが IIOP要求もアクセプトするように変更できます。

このツールを使用するためには、システム・ユーザーでログオンする必要があります。

構文構文構文構文  

regep -pres <presentation_string> [-host <hostname>] -port <portnum>
      [-listener <lsnr_addr>]
      [-ssl]
      [-persistent]
      [-describe | -d]
      [-help | -h]
      [-version | -v]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-29は、regepコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-29 regepの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-pres 表現文字列。 

IIOP要求の場合、この文字列は
"oracle.aurora.server.SGiopServer"になります。 

HTTPの場合、この文字列は "HTTP://webserver"になります。

-host エンドポイントを登録するホスト名または IPアドレスを指定します。
このオプションを省略したり、値として「*」を指定すると、このエン
ドポイントはホストの IPインタフェースをリスニングします。つま
り、IPアドレス、ホスト名またはローカル・ホストの論理名を使用し
て接続します。すべての IPインタフェースをリスニングする場合、
lsnrctlはこれらの値の中の 1つを返します。

-port エンドポイントのポート番号を指定します。必ず有効なポート番号を
指定してください。
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unregep 
エンドポイント登録解除コマンド（unregep）は、既存の動的リスナー・エンドポイントを
登録解除します。このツールを使用するためには、システム・ユーザーでログオンする必要
があります。

構文構文構文構文  

unregep -pres <presentation_string> -host <hostname> -port <portnum>
      [-describe | -d]
      [-help | -h]
      [-version | -v]
      [-delete]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-30は、unregepコマンドライン引数の一覧です。

-listener このオプションを指定すると、指定したアドレスを使用してリスナー
を定義します。アドレスは、リスナー構成文字列の「address=」部分
で指定した文字列と同じです。指定しないと、ローカル・リスナーが
使用されます。

-ssl このオプションを指定すると、エンドポイントは SSLエンドポイント
として定義されます。

-persistent このオプションを指定すると、エンドポイントが永続的になります。
デフォルトは非永続です。永続的なエンドポイントは、データベース
の再起動後に同じエンドポイントを再登録します。

-describe | -d ツールの操作方法を要約表示します。 

-help | -h ツールの構文を要約表示します。 

-version | -v バージョンを表示します。 

表表表表 1-30 unregepの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-pres 表現文字列。 

IIOP要求の場合、この文字列は
"oracle.aurora.server.SGiopServer"になります。 

HTTPの場合、この文字列は "HTTP://webserver"になります。

-host エンドポイントを登録解除するホスト名を指定します。

表表表表 1-29 regepの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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Webアプリケーション管理コマンドアプリケーション管理コマンドアプリケーション管理コマンドアプリケーション管理コマンド
セッション・シェルは、OSE JNDIネームスペース、Webサーバーおよび公開サーブレット
を操作するための特別なコマンドを提供します。各コマンドの使用方法と構文については、
次の項で説明します。

■ サービス構成 :　ネームスペース内に、指定したサービスのサービス・ルートを作成し
ます。

■ Webドメイン構成 :　サービス・ルート内に 1つ以上のドメインを作成します。

■ サーブレット・コンテキスト管理 :　定義したドメインの 1つに、サーブレット・コンテ
キストを作成します。

■ サーブレット管理 :　サーブレットをサーブレット・コンテキストにコピーした後、ク
ライアントがアクセスできるようにサーブレットを公開します。

■ JavaServer Pagesの管理 :　JavaServer Pagesはクライアントのアクセス前に公開する必
要があります。

■ エクスポート・コマンド :　Webドメインに関する構成情報をmod_ose書式にエクス
ポートします。

■ セキュリティ管理 :　セキュリティ領域を指定します。

-port エンドポイントのポート番号を指定します。

-describe | -d ツールの操作方法を要約表示します。 

-help | -h ツールの構文を要約表示します。 

-version | -v バージョンを表示します。 

-delete エンドポイントを完全に削除します。このオプションを指定しな
いと、このエンドポイントは、データベースの起動時に登録され
ます。 

表表表表 1-30 unregepの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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サービス構成サービス構成サービス構成サービス構成
次のセッション・シェルコマンドは、新規サービスを作成するためのコマンドです。各サー
ビスは、異なる表現文字列とプロトコルに関連付けられています。 

addendpoint
新規エンドポイントをデータベース・リスナーに動的に追加します。リスナーはすでに存在
している必要があります。このコマンドは、Webサービス用の新規エンドポイントを既存の
リスナーに登録するのみです。

構文構文構文構文  

addendpoint [options] <service> <name> 
[-listener <lsnr>]
[-net8] 
[-interface <int_spec>] 
[-port <port_num>] 
[-register]
[-ssl]
[-threads <min> <max>] 
[-timeout <seconds>]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-31は、addendpointコマンドライン引数の一覧です。

■ addendpoint ■ createservice ■ createwebservice

■ destroyservice ■ rmendpoint

表表表表 1-31 addendpointコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<service> 受信した要求についてエンドポイントがリスニングするサービ
ス。たとえば、webserviceは有効なサービス名です。

<name> エンドポイントの名前。

-listener <lsnr> このサービスについてエンドポイントを追加するリスナーのア
ドレス。このオプションを指定しないと、エンドポイントはデ
フォルトのリスナーに追加されます。

-net8 Net8プロトコルからの要求をアクセプトするようにエンドポイ
ントが構成されることを指定します。このオプションを指定し
ないと、エンドポイントは TCPプロトコルからの要求をアクセ
プトするように構成されます。mod_oseを使用してサーブレッ
トと通信する場合は、Net8を使用します。
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次の例では、リスナーのエンドポイントを、webserverサービスのポート 8080に追加しま
す。3つのスレッドが起動し、ソケット読込みのタイムアウトは 300秒です。

addendpoint -port 8080 -threads 3 5 -timeout 300 webserver endpt1

createservice 
サービスのインストール中に使用するサービスの基本情報を作成します。サービスは、
HTTPまたは IIOPベースのサービス、またはユーザーが開発した新規サービスのいずれか
になります。

構文構文構文構文  

createservice [options] <service>
[-http | -iiop]
[-service <class>]
[-properties <prop_groups>]
[-root <location>]
[-globalTimeout <seconds>]

-port <port_num> リスニングするためにエンドポイントが登録されるポート番号。

-interface <int_spec> このサービスへの接続に使用する IPアドレス。デフォルトで
は、すべての IPアドレスを使用できます。指定した IPアドレ
スは、サービス・ドメインにマップされます。

-register このオプションは、エンドポイントが常に存在するように指定
します。つまり、このリスナーが起動するたびに、エンドポイ
ントがそのリスナー上に存在します。このオプションを指定し
ないと、リスナーの終了時にエンドポイントも終了します。

-ssl エンドポイントが SSLプロトコルを使用している保護要求をリ
スニングするように指定します。

-threads <min> <max> エンドポイントのスレッドの最大数と最小数。最小値はリス
ナーを初期化したときに開始され、最大値はそれ以上要求を受
信しないために使用されます。

-timeout <seconds> ソケット読込みのタイムアウト値（秒単位）。Webサーバーでソ
ケットをブロックできる時間数です。

表表表表 1-31 addendpointコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-32は、createserviceコマンドライン引数の一覧です。

createwebservice
サービスのインストール中に使用するWebベース・サービスの基本情報を作成します。こ
のサービスは、HTTPプロトコルを使用して接続します。このコマンドは、
createservice -httpの実行と同じです。

構文構文構文構文  

createwebservice [options] <service_name>
-root <location>
[-properties <prop_groups>]
[-ip]
[-virtual]

表表表表 1-32 createserviceの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<service> 新規サービスのユーザー定義名。

-http サービスは HTTPベースです。

-iiop サービスは IIOPベースです。 

-service <class> <service>を実装する Javaクラス。-httpまたは -iiopを指定す
ると、Oracleが提供するクラスがデフォルトになります。これ以外
の表現の場合は、このオプションが必要です。 

-properties 
<prop_groups>

このサービスでデフォルトとして使用するプロパティ・グループの
リスト。setgroupコマンドと同じ方法で、名前 /値のペアを指定
します。

-root <location> サービス構成での JNDIロケーション。

-globalTimeout 
<seconds>

このサービスでのデータベース・セッション処理要求のタイムアウ
ト。タイムアウトは秒単位で指定します。
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-33は、createwebserviceコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、Webサービスの webserverを作成し、/webdomainsディレクトリ内に定義
します。/webdomainsディレクトリは、createwebdomainコマンドを使用して作成され
ている必要があります。 

createwebservice -root /webdomains webserver -properties "debug=true
>servlet.class=SCOTT:customer.CustMain
>details=default"

destroyservice 
（createserviceコマンドまたは createwebserviceコマンドで作成された）定義済み
サービスを削除し、すべてのエンドポイントを登録解除して削除します。これによって、エ
ンドポイントはリスナーの再起動時に起動されません。 

destroyservice [-all] <service_name> 

表表表表 1-33 createwebserviceの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<service> 新規サービスのユーザー定義名。

-root <location> Webサービス構成での JNDIロケーション。

-properties 
<prop_groups>

このサービスでデフォルトとして使用するプロパティ・グループの
リスト。setgroupコマンドと同じ方法で、名前 /値のペアを指定
します。

-ip Webサービスで、IPベースのマルチホーム・ドメインを使用できま
す。

-virtual Webサービスで、仮想ホストのマルチホーム・ドメインを使用でき
ます。

注意注意注意注意 : -ipまたは -virtualのいずれも指定しないと、Webサービスは
シングル・ドメインのWebサービスになります。指定した名前は、サー
ビス・ルート名になります。
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-34は、destroyserviceコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、webserverサービスを削除します。

destroyservice webserver

rmendpoint
特定のエンドポイントをサービスから削除し、リスナーから登録解除します。 

構文構文構文構文  

rmendpoint <service> <name>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-35は、rmendpointコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、endpt1エンドポイントを削除します。

rmendpoint webserver endpt1

表表表表 1-34 destroyserviceコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<service> createserviceコマンドまたは createwebserviceコマンドで作
成されたサービス。

 -all このサービス・ルートの下にあるすべての内容を削除します。

表表表表 1-35 rmendpointコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<service> 受信した要求についてエンドポイントがリスニングするサービス。た
とえば、webserviceは有効なサービス名です。

<name> addendpointコマンドを使用して作成されたエンドポイントの名前。
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Webドメイン構成ドメイン構成ドメイン構成ドメイン構成
サービス・ルート内で、1つ以上のWebドメインを作成します。これらのWebドメインに
は、サーブレット・コンテキストが格納されます。Webドメインを使用して、サーブレッ
ト・コンテキストを編成します。次のコマンドを使用して、Webドメインの作成および破棄
を行います。 

■ createwebdomain

■ destroywebdomain

createwebdomain
指定したスキーマが所有するWebドメインを作成します。このドメインにはサービスが含
まれています。サービスにはサーブレットが含まれており、スキーマの IDで実行されます。
各Webドメインは、"/default"サーブレット・コンテキストによって初期化されます。

構文構文構文構文  

createwebdomain [options] <domain_name>
[-docroot <location>]
[-properties <prop_groups>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-36は、createwebdomainコマンドライン引数の一覧です。

次のコマンド例では、ルート・ディレクトリに /webserverドメインを作成します。

createwebdomain /mywebserver

表表表表 1-36 createwebdomain コマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<domain_name> ドメインが配置されるフルパスとその名前。 

-docroot <location> このWebドメインのデフォルト・コンテキストに関する、サー
ブレットの静的ページの場所。他のコンテキストの docroot 
locationは、createcontextコマンドで指定されます。

-properties 
<prop_groups>

このサービスでデフォルトとして使用するプロパティ・グルー
プのリスト。setgroupコマンドと同じ方法で、名前 /値のペ
アを指定します。
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destroywebdomain
createwebdomainコマンドで作成したWebドメインを削除します。このコマンドも、ド
メイン内に含まれているサーブレット・コンテキストを削除します。 

構文構文構文構文  

destroywebdomain <domain_name> 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-37は、destroywebdomainコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、/webserverドメインと、そのドメインに含まれているすべてのサーブレット
を削除します。

destroywebdomain /webserver

サーブレット・コンテキスト管理サーブレット・コンテキスト管理サーブレット・コンテキスト管理サーブレット・コンテキスト管理
すべてのドメインを設定した後、指定したドメイン内に含めるサーブレット・コンテキスト
を作成できます。作成後、サーブレットを各コンテキストにコピーできます。 

サーブレット・コンテキストの管理コマンドは、次のとおりです。

accesslog
サーブレット・コンテキストに関する、HTTPアクセス・ロギングの処理方法を指定しま
す。これによって、受信した各 HTTP要求に関する情報が記録されます。次の 3つのオプ
ションのいずれかを指定します。

構文構文構文構文  

accesslog [options] <context_name>
[-trace | -systable | -table <table_spec>]

表表表表 1-37 destroywebdomainコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<domain_name> ドメインを作成するために createwebdomainコマンド内で使
用した完全なディレクトリと名前。

■ accesslog ■ adderrorpage ■ createcontext

■ destroycontext ■ realm ■ rmerrorpage
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-38は、accesslogコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、/webdomains/contexts/defaultサービス・コンテキストの HTTPアクセ
ス・ログ・メッセージを、SCOTTのスキーマ内にある HTTP_LOG表に書き込みます。

accesslog -table SCOTT:HTTP_LOG /webdomains/contexts/default

adderrorpage
特定のエラー・コードが返されたとき、クライアントに通知するための URLを指定できま
す。このコマンドは、クライアントにエラー・メッセージを表示するのに便利です。

構文構文構文構文  

adderrorpage -error <errcode> -virtualpath <errorpath> <context_name>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-39は、adderrorpageコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-38  accesslog コマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<context_name> サーブレット・コンテキスト名。

-trace すべてのログ・エントリを .TRCテキスト・ファイルに書き込み
ます。

-systable すべてのログ・エントリを SYS.JAVA$HTTP$LOG$表に書き込
みます。これがデフォルトのロギング・オプションです。サー
ビス・コンテキストの所有者は、この表へアクセスするパー
ミッションが必要です。パーミッションがない場合は、-table
オプションを使用して、その所有者がアクセスのパーミッショ
ンを持っている表を指定します。

-table <table_spec> 指定した表にすべてのログ・エントリを書き込みます。表のレ
イアウトは、SYS.JAVA$HTTP$LOG$表のレイアウトと同じで
あることが必要です。

表表表表 1-39 adderrorpageコマンドの引数コマンドの引数コマンドの引数コマンドの引数

引数引数引数引数 説明説明説明説明

<context_name> サーブレット・コンテキストのディレクトリ・パスと名
前。

-error <errcode> エラー・ページを識別するためのエラー・コード。
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次の例では、-virtualpathオプション内で識別されるサーブレットに、エラー 401を対応
付けます。このコードは、デフォルトのコンテキストに対して有効です。

adderrorpage -error 401 -virtualpath /SCOTT/Errors/Err401 \
/webdomains/context/default

createcontext
サーブレット・コンテキストを指定のドメイン内に作成します。ドメインは、
createwebdomainコマンドを使用して作成されています。

構文構文構文構文  

createcontext [options] <domain_name> <context_name>
-virtualpath <path> 
[-recreate] 
[-properties <prop_groups>] 
[-docroot <location>] 
[-stateless] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-40は、createcontextコマンドライン引数の一覧です。

-virtualpath <errorpath> エラー・ページ。このエラー・コードに対応付けられてい
るサーブレットの仮想パスです。この仮想パスは、後で使
用されるサーブレットにマップ可能な URIか、または静
的な HTMLページにマップ可能な URIです。Webサー
バーは、マップした先の URIを使用します。

表表表表 1-40 createcontextコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<domain_name> サーブレット・コンテキストを作成するドメインのディレクトリ
と名前。このドメインは、すでに作成されている必要があります。
ドメインは、createwebdomainコマンドを使用して作成しま
す。

<context_name> ドメイン内で使用するサーブレット・コンテキストのユーザー定
義名。

-virtualpath <path> 新規に作成したサーブレット・コンテキストをこの仮想パスにバ
インドします。 

表表表表 1-39 adderrorpageコマンドの引数（続き）コマンドの引数（続き）コマンドの引数（続き）コマンドの引数（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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次の例では、ドメイン「ScottRoot」内に「ScottContext」という名前のサーブレット・
コンテキストを作成します。すべてのサーブレットは、/private/scott/htmlディレク
トリにロードする必要があります。このディレクトリ内のサーブレットにアクセスするに
は、仮想パスの「/SCOTT」を使用します。

createcontext -virtualpath /SCOTT -docroot /private/scott/html 
/ScottRoot ScottContext

destroycontext
サーブレット・コンテキスト、その情報、およびドメインに含まれているすべてのサーブ
レットを、ドメインから削除します。 

構文構文構文構文  

destroycontext <context_name>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-41は、destroycontextコマンドライン引数の一覧です。

-recreate 同じ名前のコンテキストがすでに存在する場合は、そのコンテキ
ストを削除してから、同じ名前で空のコンテキストを追加します。
これにより、現在このコンテキストに対応付けられているすべて
のサーブレットが破棄されます。

-properties 
<prop_groups>

このサービスでデフォルトとして使用するプロパティ・グループ
のリスト。setgroupコマンドと同じ方法で、名前 /値のペアを
指定します。

-docroot <location> サーブレットのすべての静的ページは、サーバー・マシンのファ
イル・システム内にあるこのディレクトリに配置されます。

-stateless このコンテキスト内のすべてのサーブレットは、すべてステート
レスです。ステートレスと宣言されたコンテキストには、ステー
トレスのサーブレットのみ含めることができ、HTTPSessionオ
ブジェクトにアクセスすることはありません。

表表表表 1-41 destroycontextコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<context_name> createcontextコマンドで使用されたサーブレット・コンテキス名。

表表表表 1-40 createcontextコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション（続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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次の例では、「ScottContext」というサーブレット・コンテキストを削除します。さらに、
サーバーのファイル・システムのディレクトリ /private/scott/htmlに含まれているす
べてのサーブレットを削除し、仮想パス「/SCOTT」を削除します。

destroycontext ScottContext

rmerrorpage
サーブレット・コンテキストに対応付けられているエラー・コードを削除します。このコマ
ンドは、エラー・コードのみ削除します。エラー・コードが対応付けられているサーブレッ
トは削除されません。

構文構文構文構文  

rmerrorpage -error <errcode> <context_name> 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-42は、rmerrorpageコマンドライン引数の一覧です。

次のコマンド例では、以前に定義したエラー・コード 401をデフォルトのサーブレット・コ
ンテキストから削除します。このコードに対応付けられているサーブレットはそのまま残り
ます。

rmerrorpage -error 401 /webdomains/context/default

表表表表 1-42 rmerrorpageコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<context_name> サーブレット・コンテキスト名。

-error <errcode> エラー・ページが対応付けられているエラー・コード。エラー・コー
ド、およびそれに対応付けられているページを削除します。
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サーブレット管理サーブレット管理サーブレット管理サーブレット管理
適切なディレクトリ構造を作成してサーブレットを格納した後、サーバーのファイル・シス
テムにサーブレットをコピーできます。次に、クライアントが起動できるように、これらの
サーブレットを公開する必要があります。

publishservlet
指定したサーブレット・コンテキスト内でサーブレットを公開します。 

構文構文構文構文  

publishservlet [options] <context_name> <servlet_name> <class_name> 
[-virtualpath <path>] 
[-stateless] 
[-reuse] 
[-properties props] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-43は、publishservletコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-43 publishservletコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<context_name> サーブレット・コンテキストの名前。

<servlet_name> named_servletsディレクトリにあり、このコンテキスト内で公開
されるサーブレットに割り当てられた名前。この名前は、このコマン
ドで公開されたクラスを参照するために使用します。

<class_name> HttpServletインタフェースを実装するクラスの名前。

-virtualpath 
<path>

サーブレットをこの仮想パスにバインドします。 

-stateless サーブレットはステートレスで、HTTPSessionオブジェクトにアク
セスできません。

-reuse サーブレットを再公開せずに、仮想パスを既存のサーブレットに追加
します。

-properties 
<prop_groups>

このサービスでデフォルトとして使用するプロパティ・グループのリ
スト。setgroupコマンドと同じ方法で、名前 /値のペアを指定しま
す。
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次のコマンド例では、SCOTTのスキーマにロードされた HelloWorldのデフォルト・コン
テキストを公開します。

publishservlet -virtualpath /hello /websdomains/contexts/default \
helloServlet SCOTT:HelloWorld

unpublishservlet
サーブレットをコンテキストから削除し、そのサーブレットの既存の仮想パスも削除しま
す。 

構文構文構文構文  

unpublishservlet <context_name> <servlet_name> 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-44は、unpublishservletコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、HelloWorldサーブレットを削除します。

unpublishservlet /websdomains/contexts/default helloServlet

JavaServer Pagesの管理の管理の管理の管理
JavaServer Pagesを公開するためのコマンドです。これらのコマンドは、JSP定義がリソー
スとしてサーバー上で使用できることを前提にしています。 

publishjsp
publishjspコマンドを使用すると、変換、コンパイル、ホットロード（使用可能な場合）
および公開が自動的に実行されます。このツールによって、指定のサーブレット・コンテキ
ストに JavaServer Pagesを変換して公開します。このコマンドは、jspresourceに格納さ
れているサーブレットに JavaServer Pagesをコンパイルし、jspresourceと生成済みクラ
スの間の依存性を管理します。 

.jsp（または .sqljsp）ファイルをリソース・スキーマ・オブジェクトとして Oracle8i に
ロードした後、publishjspを実行します。 

表表表表 1-44 unpublishservletコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<context_name> サーブレット・コンテキストの名前。

<servlet_name> このコンテキスト内で公開されるサーブレットの名前。 
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構文構文構文構文  

publishjsp [options] <jsp_resource>
-virtualpath <path>
-schema <schema>
-context <context> 
[-stateless] 
[-servletName <servlet_name>] 
[-packageName <pkg_name>] 
[-hotload] 
[-verbose] 
[-resolver <resolver>] 
[-extend <class>] 
[-implement <interface>]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-45は、publishjspコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-45 publishjsp コマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<jsp_resource> ファイル name.jsp（SQLJ JSPページの場合は name.sqljsp）は、
loadjavaを使用してロードした JSPページのリソース・スキーマ・
オブジェクトで、関連するスキーマ・パス情報を持つ唯一の必須パラ
メータです。 

-virtualpath 
<path>

JSPページの代替サーブレット・パスを指定します。指定しない場合、
サーブレット・パスは、指定のスキーマ・パスを持つ指定の jspファ
イル名になります。 

デフォルトでは、path/name.jspがサーブレット・パスになります。

-stateless JSPページはステートレスです。JSPページは、実行中に HttpSession
オブジェクトにアクセスする必要はありません。このフラグは、
mod_oseの最適化で使用します。

-schema <schema> JSPページのリソース・スキーマ・オブジェクトが配置されているス
キーマを、それが sess_shを使用してログインしたスキーマと異な
る場合に、指定します。

このスキーマは、ユーザーの sess_shログイン・スキーマからアク
セスできる必要があります。publishjspコマンドでは、パスワード
の指定は行いません。

-servletName 
<servlet_name>

JSPページの代替サーブレット名（OSE named_servlets内）を指定し
ます。デフォルトのサーブレット名は、指定したパスを持つ .jspファ
イルのベース名です。 
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細

hotload
このフラグを有効にすると、ホットロードが有効になり実行できます。この結果、
publishjspコマンドで次のステップが実行されます。

1. 静的な出力は、ページの実装クラスのスキーマ・オブジェクトではなく、リソースのス
キーマ・オブジェクトに書き込まれます。

2. main()メソッドとホットロード・メソッドは、ホットロードを実行するために、生成
済みページの実装クラス内で実装されます。

3. main()メソッドを実行すると、ホットロードが実行されます。

4. -hotloadオプションを使用するためには、Oracle8i JVMホットローダーのパーミッ
ションが必要です。このパーミッションは、次のように SQL*Plusから付与できます
（たとえば、SCOTTスキーマの場合）。

dbms_java.grant_permission('SCOTT', 
'SYS:oracle.aurora.security.JServerPermission', 'HotLoader', null);

-packageName 
<pkg_name>

生成したページの実装クラスのパッケージ名を指定します。デフォル
トでは、このパッケージ名は、publishjsp実行時に .jspファイル
のパス指定になります。このオプションは、スキーマ内でのスキー
マ・オブジェクトの位置に影響しますが、JSPページのサーブレット・
パスには影響しません。

-context <context> Oracle Servlet Engineでのサーブレット・コンテキストを指定します。
このサーブレット・コンテキストのコンテキスト・パスは、ページの
起動に使用する URLの一部になります。 

OSEのデフォルト・コンテキスト
（/webdomains/contexts/default）は、「/」です。

-hotload ホットロードを有効にして実行します。詳細は、この表の後にある説
明を参照してください。

-verbose 実行中の変換ステップをレポートします。

-resolver 
<resolver>

代替の Javaクラス・リゾルバを指定します。リゾルバの詳細は、1-7
ページの「loadjava」を参照してください。

-extend <class> 生成済みページの実装クラスを拡張する Javaクラスを指定します。

-implement 
<interface>

生成済みページの実装クラスを実装する Javaインタフェースを指定し
ます。

表表表表 1-45 publishjsp コマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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次の例では、デフォルトのサーブレット・コンテキスト・パスの「/」、およびデフォルトの
サーブレット・パスの「dir1/Foo.jsp」に、Foo.jspを公開します。

publishjsp -schema SCOTT dir1/Foo.jsp

このコマンドの実行後、Foo.jspは次のように起動できます。

http://host[:port]/dir1/Foo.jsp

ページが dir1/Bar.jspとして公開されている場合は、アプリケーション内の別の JSP
ページからそのページに、次のように（ページ関連の構文の次にアプリケーション関連の構
文を使用して）動的にアクセスします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

unpublishjsp
JNDIネームスペースから JavaServer Pagesを削除します。これによって、ページの実装ク
ラスのスキーマ・オブジェクトはデータベースから削除されません。publishjspの実行時
にサーブレット名を指定している場合は、サーブレット名を指定する必要はありません。一
般的に、唯一必要な入力はサーブレット・パスで、「仮想パス」とも呼ばれます。

構文構文構文構文  

unpublishjsp [options] <servlet_path>
[-servlet <servlet_name>]
[-context <context>] 
[-showVersion] 
[-usage] 
[-verbose] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-46は、unpublishjspコマンドライン引数の一覧です。

表表表表 1-46 unpublishjspコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<servlet_path> JSPページのサーブレット・パスを指定します。

-servlet 
<servlet_name>

JSPページのサーブレット名を指定します。デフォルトのサーブレッ
ト名は、指定したパスを持つ .jspファイルのベース名です。 

-context <context> Oracle Servlet Engineでのサーブレット・コンテキストを指定します。
OSEのデフォルト・コンテキスト・パスは「/」です。 

-showVersion OracleJSPのバージョン・ナンバーを表示します。
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次の例では、publishjspセクションで公開されたページを削除します。

unpublishjsp dir1/Foo.jsp

エクスポート・コマンドエクスポート・コマンドエクスポート・コマンドエクスポート・コマンド
mod_oseプロキシに関する、Webドメインの構成とその構成ファイルをエクスポートしま
す。 

エクスポート・ユーティリティは、次の 2つの段階で使用します。 

1. XML書式でWebドメインの構造を生成するか、またはドメイン内にコンテキストを生
成します。 

2. 必要に応じて、変換内容を XMLに適用し、mod_oseプロキシに固有な構成ファイルを
作成します。 

exportwebdomain
このコマンドで、Apacheのmod_oseなどに必要な構成ファイルを作成します。デフォルト
出力は、XML書式です。

構文構文構文構文  

exportwebdomain [options] <domain_name>
[-context <context>] 
[-netservice <name>] 
[-format <fmt>] 
[-nodefault] 
[-nodocs] 

-usage オプション・リストを表示します。

-verbose 実行時に変換ステップをレポートします。

表表表表 1-46 unpublishjspコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 1-47は、exportwebdomainコマンドライン引数の一覧です。

次の例では、/webdomainドメインにある構成を /tmp/ApacheConfigファイルにエクス
ポートします。書式は Apache.xmlファイルで定義され、Net8接続文字列のサービス名は
apache_connectです。 

exportwebdomain -format Apache -netservice apache_connect \
/webdomain & > /tmp/ApacheConfig

表表表表 1-47  exportwebdomainコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプションコマンドのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<domain_name> 変換するWebドメインの名前。

-context <context> サポートするコンテキストの名前。このオプションを指定しな
いと、ドメイン内のすべてのコンテキストがエクスポートされ
ます。

-netservice <name> Net8初期化ファイル（tnsnames.oraファイル）で定義されてい
るサービスの名前。

-format <fmt> <fmt>.xmlで定義した XSLT変換は、ドメインの変換で使用し
ます。-format apacheは、mod_ose構成で使用します。
-format iisは、Microsoftのインターネット・サービス構成
で使用します。<fmt>.xmlファイルは、サーバーの
"oracle/aurora/mts/http/admin/formats"の下にリソー
スとしてロードされている必要があります。

-nodefault -contextオプションで指定されていない限り、デフォルトの
コンテキストをマップしません。 

-nodocs doc_rootにマップされた URLをサーブレット・エンジンに転
送しません。これによって、外部Webサーバーが静的なページ
を直接供給します。
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セキュリティ管理セキュリティ管理セキュリティ管理セキュリティ管理
HTTPセキュリティでは、保護されたリソースへのアクセスは、認証と認可の 2つの段階が
あります。認証では、発行された資格証明が検証されます。ユーザーは明らかにされ、シス
テムによって検証されていることが確認されます。認可によって、許可されたユーザーが、
要求されたアクションを実行できるかどうかが判断されます。

セキュリティ保護を確立するためには、次の 4つの段階があります。 

1. サービスの既知のプリンシパルを宣言します。

2. リソースが保護付きであること、およびその保護方法を宣言します。

3. サーブレット・コンテキスト内でのプリンシパルのパーミッションを宣言します。

4. サーブレット・コンテキストのセキュリティ・サーブレットを宣言します。

これらのステップのいずれかを実行しないと、セキュリティが存在しないか、または保護付
きリソースへのアクセスが許可されないかのいずれかになります。これらのステップによっ
て十分な情報が宣言され、HTTPセキュリティでWebリソースを正常に保護できます。 

プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言
プリンシパルの宣言は、レルム内に保持されます。レルムは、ユーザーとグループで構成さ
れています。ユーザーまたはグループを汎用的に表す用語は、プリンシパルです。いずれか
のエンティティをある状況で使用するとき、プリンシパルという用語を使用する必要があり
ます。レルム定義は、Webサービスの適用範囲内に存在します。つまり、Webサービス内
のサーブレット・コンテキストでは、セキュリティ用に同じプリンシパルのプールを使用で
きます。 

■ プリンシパルには、システム内で識別するために複数の名前が付いています。通常は、
パス・フレーズの形式で識別されますが、必ずしもこの構造に制限されるわけではあり
ません。プリンシパルには、そのプリンシパルに対して宣言されたパーミッションがあ
り、プリンシパルがメンバーになっているグループに付与されているパーミッションは
継承できます。 

■ ユーザーは、プリンシパルと同じプロパティをすべて保持できます。

■ グループには、プリンシパルと同じすべてのプロパティがあり、他のプリンシパルがグ
ループのメンバーとして宣言できるプロパティもあります。したがって、そのグループ
に付与されているパーミッションは継承されます。 

■ レルムは、プリンシパルのセットを定義します。複数のレルムが 1つのWebサービス内
に存在する場合があります。レルムとその実装は、すべての HTTPセキュリティの中核
です。レルムは、次のソースになっています。 

*     プリンシパルの有効なセット

*     サーバーに渡されるプリンシパルのタイプ
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レルムはすべてのプリンシパルのソースであるため、プリンシパルの識別に使用する資
格証明のタイプの決定に重要な役割を果たし、資格証明自体を管理するプリンシパルを
支援するか、または資格証明を保持しているエンティティに支援をゆだねて、レルム内
のすべてのプリンシパル間の関連を確立します。 

デフォルトでは、HTTPセキュリティに対して、3種類のレルムが実装されています。これ
らは、次のタイプ別に識別されます。 

■ JNDI:　JNDIエントリ内のすべての情報をネームスペースに格納します。

■ DBUSER:　データベース内で、ローカル・ユーザーとロールの定義に従います。

■ RDBMS:　すべてのプリンシパルとその関連をデータベース表に格納します。

これらのタイプ名は、JNDIエントリ（レルムの例示で使用）内で使用するレルム・クラス
名を宣言するとき、ショートカットとして使用します。

事前定義のレルム事前定義のレルム事前定義のレルム事前定義のレルム
DBUSERレルムは、データベース内に定義されているユーザーとロールから、すべてのプリ
ンシパル定義を導出します。このタイプのレルムでは、セキュリティ・コマンドを使用して
プリンシパルを管理することはできません。セキュリティ・ツールではなく、データベース
がプリンシパルの作成、削除およびロールのメンバーシップを管理します。DBUSERレルム
のすべてのインスタンスで、プリンシパル定義に同じソースを利用するため、すべてのイン
スタンスは本質的に同等になります。DBUSERレルムを使用してプリンシパルを参照すると
き、大 /小文字変換は実行されません。データベース・エンティティの作成時に名前の大 /
小文字が明示的に指定されていない限り、名前はすべて大文字になります。たとえば、SYS
や PUBLICは、常に大文字で参照される必要があります。次のようにユーザーを作成した場
合、ユーザー名は「joe」となります。 

create user "joe" identified by welcome;

これは、ブラウザからユーザー名とパスワードを提供する場合に特に重要です。 

レルム管理の概要レルム管理の概要レルム管理の概要レルム管理の概要
RDBMSレルムを作成するには、次のように入力します。

realm publish -w /myService -add testRealm -type RDBMS

レルムを削除するには、次のように入力します。

realm publish -w /myService -remove testRealm

注意注意注意注意 : JNDIおよび DBUSERの場合は、そのタイトルを type引数とし
て使用します。 
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ユーザー定義のレルムを公開するには、次のように入力します。

realm publish -w /myService -add testRealm -classname foo.bar.MyRealm

プリンシパル管理の概要プリンシパル管理の概要プリンシパル管理の概要プリンシパル管理の概要
すべてのレルムがプリンシパルの編集をサポートしているわけではありません。たとえば、
DBUSERタイプのレルムは、プリンシパルの操作をサポートしていません。

ユーザーを作成するには、次のように入力します。

realm user -w /myService -realm testRealm1 -add user1 -p upswd1 

グループを作成するには、次のように入力します。

realm group -w /myService -realm testRealm1 -add group1 -p gpswd1 

ユーザーを削除するには、次のように入力します。

realm user -w /myService -realm testRealm1 -remove user1

グループを削除するには、次のように入力します。

realm group -w /myService -realm testRealm1 -remove group1

レルムのユーザー・リストを作成するには、次のように入力します。

realm user -w /myService -realm testRealm1

レルムのグループ・リストを作成するには、次のように入力します。

realm group -w /myService -realm testRealm1

プリンシパルをグループに追加するには、次のように入力します。

realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1 -add user1

注意注意注意注意 : JNDIネームスペースにレルム宣言が常駐していることは、システ
ム設計によるもので、JNDIの使用もこのためです。カスタマイズしたレ
ルムを配置する場合は、ネームスペース・エントリのカスタマイズが必要
です。

注意注意注意注意 : 前述の 2つのコマンドの場合は、パスワードを空白にすると、パ
スワードのかわりにプリンシパル名が使用されます。
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プリンシパルをグループから削除するには、次のように入力します。

realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1 -remove user1

グループ内のプリンシパル・リストを作成するには、次のように入力します。

realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1

プリンシパルがメンバーになっているグループを問い合せるには、次のように入力します。

realm parent -w /myService -realm testRealm -q user1

リソース保護の概要リソース保護の概要リソース保護の概要リソース保護の概要
Aurora HTTPセキュリティでは、リソース保護はサーブレット・コンテキストに対して
ローカルに実行されます。リソースを保護付きとして宣言するためには、2つの情報を指定
する必要があります。その情報は、保護スキーム内に組み込まれています。スキームの構成
は次のとおりです。 

<authType>:<realmName> 

現在、有効な認証タイプは次の 2種類ですが、JNDIネームスペース・エントリを使用して
拡張できます。 

■ 基本 :　一般的な base64エンコーディング。保護されていません。

■ ダイジェスト値 :　両方のパーティがパスワードを保持し、高度に暗号化されたコード
を渡します。このコードには、タイムスタンプ、要求された URL、シークレット・
キー、要求者の IPなどの状況に固有の値が付加されます。 

リソースを保護しないように宣言できます。これは、サーブレット・コンテキストのルート
が保護される場合に便利です。問題点は、ルートが保護されると、エラー・ページも保護さ
れることです。これは、エラー・ページがツリーの一部だからです。認証を要求するため
に、エラー・ページが配置されます。そのエラー・ページが保護されていて、繰返しが発生
すると、目的の動作にはなりません。これを回避するには、保護スキームの <NONE>を使用
して、エラー・ページを非保護として明示的に宣言します。 

保護対象を記述するパスは、サーブレット・コンテキストに対してローカルです。このパス
は内部的に正規化され、照合で使用する安定した予測可能なパターンを使用可能にします。

注意注意注意注意 : プリンシパル・グループ・メンバーの問合せをサポートするレル
ムはありません。

注意注意注意注意 : 基本になる構成と SSLは、現在サポートされていません。これら
は、今後のバージョンでサポートされ、ネームスペース・エントリからプ
ラグインできる予定です。
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これが原因で、内部表現と保護スキームの作成で使用した元のパスとの間に差異が生じる場
合があります。HTTPセキュリティでは、保護規則の適用時に、最長で最も一致しているパ
スを使用します。 

次のように、保護スキームを使用して、リソースへのパスを保護します。

realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc/index.html \
-scheme basic:testRealm1 
realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc -scheme basic:testRealm2 
realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc/* -scheme basic:testRealm3

前述の宣言を使用してパスをレルムに一致させるには、次のように入力します。

/doc/index.html -> testRealm1 
/doc -> testRealm2 
/doc/ -> testRealm2 
/doc/index -> testRealm3
/doc/foo -> testRealm3 

パスの保護を削除するには、次のように入力します。

realm map -s /myService/contexts/myContext -r /doc/index.html

サーブレット・コンテキスト内にある保護付きのパスのリストを作成するには、次のように
入力します。

realm map -s /myService/contexts/myContext

パスを保護しないことを明示的に宣言するには、次のように入力します。

realm map -s /myService/contexts/myContext -a /system/* -scheme <NONE>

パーミッションの宣言パーミッションの宣言パーミッションの宣言パーミッションの宣言
パーミッションは、すべての HTTPセキュリティの宣言に最も深く関わっています。パー
ミッションは、Webサービス適用範囲のエンティティとサーブレット・コンテキスト適用範
囲のエンティティを結合します。パーミッションは、サーブレット・コンテキスト内に常駐
しています。 

パーミッションの宣言は、次の様々な情報で構成されています。 

■ Webサービスのルート

■ 指定したWebサービス内のレルム

■ 指定したWebサービス内のサーブレット・コンテキスト

■ 指定したレルム内のプリンシパル

■ パーミッションを適用する対象へのパス
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■ パーミッションを付与するか否認するか

■ 割り当てられる HTTPアクション

すべての情報を 1つのパーミッション宣言に結合した場合を想定すると、パーミッション宣
言が最も複雑な宣言である理由が容易に理解できます。HTTPセキュリティのパーミッショ
ンは、HTTP要求に対して有効な次の HTTPアクションについてのみ有効です。 

■ GET 

■ POST 

■ PUT 

■ DELETE 

■ HEAD 

■ TRACE 

■ OPTIONS 

GETアクションと POSTアクションに関して、/foo/index.htmlへのパーミッションの
付与を user1に宣言するには、次のように入力します。

realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s /myService/contexts/myContext \
-n user1 -u /foo/index.html + get,post

PUTアクションと DELETEアクションに関して、/foo/*へのパーミッションの否認を
user1に宣言するには、次のように入力します。

realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s /myService/contexts/myContext \
-n user1 -u /foo/* - put,delete

user1について、/foo/index.htmlへのパーミッションの付与を削除するには、次のよ
うに入力します。

realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s /myService/contexts/myContext \
-n user1 -u /foo/index.html +

ユーザーが持つすべてのパーミッションのリストを作成するには、次のように入力します。

realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s /myService/contexts/myContext \
-n user1
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セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言
すべての HTTPセキュリティは、JNDIネームスペース・エントリを使用して宣言します。
サーブレットにセキュリティを強制する場合も同様です。サーブレット・コンテキストで
は、httpSecurityという名前の PrivilegedServletがある場合、そのサーブレット
は、すべての要求に対する最初の事前フィルタとしてサーブレット・コンテキスト内に追加
されます。 

現在のところ、HTTPセキュリティ内のすべての JNDIネームスペース・エントリについて、
カスタマイズが必要で、PrivilegedServletインタフェースを実装する場合は、ネーム
スペース・エントリによってユーザー定義のサーブレットを指定できます。このサーブレッ
トがカスタマイズされている場合は、任意の方法でセキュリティを処理できます。これは、
サーブレットの主な機能は、HttpRequest.PrivilegedAccess、 HttpRequestおよび 
HttpResponseに対して次のいずれかを実行するためです。

■ セキュリティ違反が発生した場合、サービス中に AccessControlExceptionを呼び
出します。 

■ 要求を許可します。

また、認証と認可の開始後、特定の認証済みプリンシパル値を要求自体に設定することも
サーブレットの機能です。これは、サーブレットの実行によって要求から取得できるユー
ザー情報です。 

セキュリティ・サーブレットを作成するには、次のように入力します。

realm secure -s /myService/contexts/myContext 

セキュリティ・サーブレットを削除すると、サーブレット・コンテキスト内のすべてのセ
キュリティ規定が削除されます。エントリがない場合、Webサーバーは、セキュリティ規定
なしで実行を継続します。

セキュリティ・サーブレットを削除するには、次のように入力します。

rm /myService/contexts/myContext/httpSecurity 

realm
次の一連の realmコマンドは、すべてのレルム構成を管理します。

注意注意注意注意 : サーブレットは、namedServlets内ではなく、
servletContext内で公開されます。

■ list ■ echo ■ secure

■ map ■ publish ■ user

■ group ■ parent ■ perm
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list
指定のWebサービスについて宣言されたレルムのリストを作成します。 

構文は次のとおりです。

realm list -w <webServiceRoot>

<webServiceRoot>は、リストを作成するWebサービスです。

realm list -w /webservice

echo
後続の realmコマンドの結果を抑制するために使用できます。 

構文は次のとおりです。

realm echo [0 | 1]

■ 0:  後続の操作の結果を出力しません。

■ 1:  後続の操作の結果を出力します。これがデフォルトです。

realm echo 0

secure
指定したサーブレット・コンテキストについて、デフォルトのセキュリティ・サーブレット
を設定します。 

構文は次のとおりです。

realm secure -s <servletContextPath> 

servletContextPathは、操作するサーブレット・コンテキストです。

map
指定したサーブレット・コンテキストに対してローカルなパスを、保護スキームにマップし
ます。これが保護されるリソースの宣言内容です。 

構文は次のとおりです。

realm map -s servletContextPath [-(a[dd]|r[emove]) <path> -scheme auth:realm]
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publish
指定のWebサービス内にある様々なタイプのレルムを公開して削除します。レルムがすで
に存在する場合は、既存のレルムに関する情報が出力されます。 

構文は次のとおりです。

realm publish -w <webserviceRoot> [-(a[dd]|r[emove]) <realmName> 
[-type <realmType>]]

user
レルム内に存在するユーザーの問合せ、レルムへのユーザーの追加、レルムからのユーザー
の削除、または既存のユーザーのパスワードの変更を行います。 

構文は次のとおりです。

realm user -w <webserviceRoot> -realm <realmName> 
[-(a[dd]|r[emove]) <userName> [-p <user> <password>]] 

表表表表 1-48 mapオプションの説明オプションの説明オプションの説明オプションの説明

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-s servletContextPath 操作するサーブレット・コンテキスト。このオプションを
指定しないと、指定のサーブレット・コンテキストについ
て、URL-スキーム間の全マッピングのリストを作成しま
す。

-add | -a <path> マッピングを追加または編集（既存のマッピングが存在す
る場合）するパス。

-remove | -r <path> マッピングを削除するパス。

-scheme auth:realm 指定のマッピングで使用する保護スキーム。 

表表表表 1-49 publishオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-w <webserviceRoot> 操作するWebサービス。

-add | -a <realmName> Webサービス内にレルムを作成するために使用する名前。

-remove | -r <realmName> Webサービスから削除するレルムの名前。

-type <realmType> 公開するレルムのタイプを指定します。RDBMS、
DBUSER、または JNDIのいずれかになります。指定しない
と、RDBMSがデフォルト値になります。
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group
レルム内に存在するグループの問合せ、レルムへのグループの追加、レルムからのグループ
の削除、または既存のグループのパスワードの変更を行います。 

構文は次のとおりです。

realm group -w <webserviceRoot> -realm <realmName> 
[-(a[dd]|r[emove]) <groupName> [-p <group> <password>]] 

parent
プリンシパル -グループ間の関連を問い合せて管理します。 

構文は次のとおりです。

realm parent -w webserviceRoot -realm realmName [-g[roup] groupName
[-(a[dd]|r[emove]) principalName]] [-q[uery] principalName

表表表表 1-50 userオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-w <webserviceRoot> 操作するWebサービス。

-realm <realmName> 操作するレルムの名前。他の引数を指定しないと、指定の
レルム内にある全ユーザーの名前が出力されます。

-add | -a <userName> レルム内に作成するユーザーの名前。

-remove | -r <userName> レルムから削除するユーザーの名前。

-p <password> ユーザーに対応付けられたパスワード。指定しないと、
ユーザー名がかわりに使用されます。ユーザーがすでに存
在する場合、ユーザーのパスワードはこの値にリセットさ
れます。

表表表表 1-51 groupオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-w <webserviceRoot> 操作するWebサービス。

-realm <realmName> 操作するレルムの名前。他の引数を指定しないと、指定の
レルム内にある全ユーザーの名前が出力されます。

-add | -a <groupName> レルム内に作成するグループの名前。

-remove | -r <groupName> レルムから削除するグループの名前。

-p <password> グループに対応付けられたパスワード。指定しないと、グ
ループ名がかわりに使用されます。グループがすでに存在
する場合、グループのパスワードはこの値にリセットされ
ます。
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perm
プリンシパルのパーミッションを問い合せて管理します。 

構文は次のとおりです。

realm perm -w webserviceRoot -realm realmName -s servletContextPath 
-n[ame] principalName [-p[ath] path (+|-) permList]

表表表表 1-52 parentオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-w webserviceRoot 操作するWebサービス。

-realm realmName 操作するレルムの名前。

-group groupName 操作するグループ。他の引数を指定しないと、このグルー
プの全メンバーが出力されます（指定のレルムがこのアク
ションをサポートしている場合）。

-add principalName このグループに追加するプリンシパルの名前。このアク
ションをサポートしないレルム、または、グループ -プリ
ンシパル間のメンバーシップ連鎖で循環が検出された場合
にこの操作を使用できないレルムがあります。

-remove principalName グループから削除するプリンシパルの名前。このアクショ
ンをサポートしていないレルムもあります。

-query principalName このプリンシパルがメンバーになっている全グループの名
前を出力します。このアクションをサポートしていないレ
ルムもあります。

表表表表 1-53 permオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-w webserviceRoot 操作するWebサービス。

-realm realmName 操作するレルムの名前。

-s servletContextPath 操作するサーブレット・コンテキスト。

-name principalName パーミッションの操作を実行するプリンシパルの名前。他
の引数を指定しないと、このプリンシパルに関するすべて
のパーミッションを出力します。

-path path パーミッションの適用時に使用するパス。
                                                                    ツール 1-89



Enterprise JavaBeanのツール
Enterprise JavaBeanのツールのツールのツールのツール
Enterprise JavaBean開発者は、loadjavaおよび publishのかわりに、deployejbツー
ルを使用します。このツールは、loadjavaおよび publishの操作の他に、EJBのインフ
ラストラクチャ・コードの生成とコンパイルも実行します。ejbdescriptorツールは、
EJBディプロイメント・ディスクリプタをテキスト形式から、シリアライズされたオブジェ
クト形式に変換したり、その逆を行うためのユーティリティです。 

deployejb
deployejbツールは、ディプロイメント・ディスクリプタおよびインタフェースとクラス
が格納されている JARファイルを基にして EJB実装を準備して、テスト・クライアントや実
働クライアントから起動できるようにします。deployejbは、テキスト形式のディスクリ
プタをシリアライズされたオブジェクトに変換し、クライアント /Bean間通信を実行するク
ラスを生成してコンパイルし、コンパイルされたクラスをデータベースにロードし、セッ
ション・ネームスペースに Beanのホーム・インタフェース名を公開して、クライアントが
JNDIで検索できるようにします。BeanHomeNameは、deployejb起動側が書込み権限を
持つ PublishingContextを参照する必要があります。公開に必要な権限は、1-21ページの
「publish」を参照してください。 

+ permList ユーザーにパーミッションを付与する HTTPアクションの
リスト。permListオプションを指定しないと、ユーザー
に付与されたすべてのパーミッションを消去します。 

このオプションによってパーミッションが追加されるわけ
ではありません。ユーザーに付与されている既存のパー
ミッションは、新規リストによって完全に上書きされます。

- permList ユーザーへのパーミッションを付与を否認する HTTPアク
ションのリスト。permListオプションを指定しないと、
ユーザーに対して否認されたすべてのパーミッションを消
去します。 

このオプションによってパーミッションが追加されるわけ
ではありません。ユーザーに対して否認されている既存の
パーミッションは、新規リストによって完全に上書きされ
ます。

注意注意注意注意 : permListは、空白ではなくカンマで区切られた HTTPアクショ
ン・リストです。 たとえば、get,post,traceのようになります。

表表表表 1-53 permオプションの要約オプションの要約オプションの要約オプションの要約（続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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配置する前に、適切な JDK JAR、ライブラリおよびバイナリに関する情報が次の環境変数に
追加されていることを確認してください。

マルチバイト・サポートに別のコード化を指定するためには、XMLディプロイメント・
ディスクリプタ・ヘッダーのコード化要素を変更します。deployejbツールは、適切な
コード化をヘッダーから認識します。 

構文構文構文構文
deployejb {-user | -u} <username> {-password | -p} <password> 
  {-service | -s} <serviceURL> -descriptor <file> -temp <work_dir> <beanjar>
  [-addclasspath <dirlist>]  
  [-beanonly]
  [-credsFile <credentials>]
  [-describe | -d]
  [-generated <clientjar>] 
  [-help | -h] 
  [-iiop]
  [-keep]
  [-oracledescriptor <file>]
  [-republish]
  [-resolver "resolver_spec"]
  [-role <role>] 
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-verbose]
  [-version | -v]

環境変数環境変数環境変数環境変数 必要な追加項目必要な追加項目必要な追加項目必要な追加項目

JAVA_HOME JDKがインストールされている場所を設定します。

CLASSPATH 次のように、適切な JDK JARファイルを CLASSPATHに設定
します。

■ JDK 1.1の場合は、$JAVA_HOME/lib/classes.zipを設
定します。

■ JDK 1.2の場合は、JDKの tools.jarと dt.jarファイル
を設定します。

また、リモートとホームのインタフェース・ファイル、および
deployejbで生成された JARも設定します。

PATH 次の JDKバイナリ・パスを追加します。$JAVA_HOME/bin

LD_LIBRARY_PATH 次の JDKライブラリ・パスを追加します。$JAVA_HOME/lib
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-54は、deployejbの引数の一覧です。 

注意注意注意注意 : 引数オプションで指定する値は、大 /小文字の区別があります。
すべての値は大文字で入力します。

表表表表 1-54 deployejbの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

引数引数引数引数 説明説明説明説明

-user EJBクラスのロード先のスキーマを指定します。

-password <username>に対するパスワードを指定します。

-service EJBが公開されるセッション・ネームスペースを持つデータベースを
識別する URL。serviceURLの書式は次のとおりです。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコンピュータ
です。<lport>は、セッション IIOPをリスニングするように設定さ
れているリスナー・ポートです。<sid>は、データベース・インス
タンス識別子です。

例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上のデフォルトのインストール用です。 

-credsFile 接続用のユーザー名とパスワードではなく、資格証明の付いたテキス
ト・ファイルを提供します。このファイルは、Walletをテキスト・
バージョンにエクスポートして作成します。

-descriptor EJBディプロイメント・ディスクリプタが格納されているテキスト・
ファイルを指定します。

-temp deployejbが生成する中間ファイルを保持するための一時ディレク
トリを指定します。-keepを指定していない限り、deployejbは完
了時にファイルとディレクトリを削除します。

<beanjar> Beanインタフェースと Bean実装のファイルを格納した JARファイ
ルの名前を指定します。 

-addclasspath <beanjar>に含まれていないインタフェースまたは実装（あるいは
その両方）が依存するクラスが置かれているディレクトリを指定しま
す。<dirlist>の書式は、javacの CLASSPATH引数と同じです。
-beanonlyを指定する場合は必須です。 
1-92　Oracle8i Java Toolsリファレンス                             



Enterprise JavaBeanのツール
-beanonly インタフェース・ファイルの生成をスキップします。基本的に、いず
れのインタフェースも変更されていない場合は、このオプションに
よって Bean実装を再ロードできます。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-generated Beanクライアントに必要な通信ファイルを格納する出力（生成）
JARファイルの名前を指定します。指定しない場合、出力 JARファ
イルの名前は入力 JARファイルの名前に _generatedを付加したも
のとなります。 

-help ツールの構文を要約表示します。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに IIOPでターゲット・デー
タベースに接続します。このオプションは、セッション IIOPなしで
構成されているデータベース・サーバーに配置するときに使用しま
す。 

-keep ツールで生成されたテンポラリ・ファイルを削除しません。このオプ
ションは、deployejbが生成するソース・ファイルを削除しないた
め、デバッグに役立ちます。

-oracledescriptor Oracle固有のディプロイメント・ディスクリプタが格納されている
テキスト・ファイルを指定します。

-republish BeanHomeNameがすでに公開されている場合は公開されている
BeanHomeName属性を置き換え、公開されていない場合は公開しま
す。 

-resolver 明示的なリゾルバ仕様を指定します。この仕様は、新しくロードした
クラスにバインドされます。-resolverを指定しないと、カレン
ト・ユーザーのスキーマと PUBLICを含んだデフォルトのリゾルバ
仕様が使用されます。詳細は、1-7ページの「loadjava」 にある
-resolveと -resolverの説明を参照してください。

-role データベースへの接続時に使用するロールを指定します。デフォルト
値はありません。 

-ssl SSLサーバー認証と暗号化によりデータベースに接続します。

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラグ
を指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文字列
は SIDとみなされます。

-verbose 実行中に詳細なステータス情報を出力します。

-version ツールのバージョンを表示します。

表表表表 1-54 deployejbの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細

addclasspath
deployejbでは、ホーム・インタフェースとリモート・インタフェースが依存するクラス
と、Bean実装が依存するクラスが必要です。こうした被依存クラスは、<beanjar>ファイ
ルか、またはクラスを置くディレクトリのいずれかに格納することができます。
-addclasspath引数で指定することもできます。最初の方法は間違いが少なく、引数を使
用する方法では deployejbの実行時間をかなり短縮できます。-addclasspath引数を使
用する場合は、EJBを活性化するクライアントの実行前に、クラスをロードしておく必要が
あります。 

次に deployejbの例を示します。

生成されるクライアント JARファイルの名前を指定する基本的な起動方法です。 

deployejb -user SCOTT -password TIGER -service sess_iiop://dbserver:2481:orcl \
  -descriptor myBeanDescriptor.xml -temp /tmp/ejb \ 
  -generated myBeanClient.jar myBean.jar

ejbdescriptor
それぞれの EJB製品の実装には、一般的にディプロイメント・ディスクリプタと呼ばれるシ
リアライズされた Javaオブジェクトが含まれています。ディプロイメント・ディスクリプ
タ内の値は、人間が読み取れるものではありませんが、その値を生成して、場合によっては
それを読む必要があります。ejbdescriptorツールは、シリアライズされたディプロイメ
ント・ディスクリプタをテキストに変換したり、その逆を行います。開発者が
ejbdescriptorを使用するのは、非 Oracle環境用に開発された EJBからディプロイメン
ト・ディスクリプタのデータを抽出する場合が考えられます。deployejbツールでは、
-descriptor引数で指定したテキスト・ファイルからディプロイメント・ディスクリプタ
を生成するために、ejbdescriptorがコールされます。 

構文構文構文構文
ejbdescriptor [-options] <infile> <outfile>  
  [-parse]
  [-parsexml]
  [-dump
  [-dumpxml]
  [-encoding]
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-55で、ejbdescriptorの引数を説明します。 

ejbdescriptorツールの例を次に示します。

リリース 8.1.6の .ejbディプロイメント・ディスクリプタから、リリース 8.1.7の XML
ディプロイメント・ディスクリプタを作成します。

ejbdescriptor -dumpxml beandescriptor.ejb beandescriptor.xml

XMLディプロイメント・ディスクリプタから、リリース 8.1.6のディプロイメント・ディス
クリプタを作成します。 

ejbdescriptor -parsexml beandescriptor.xml beandescriptor.ser

表表表表 1-55 ejbdescriptor引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-parse <infile>で指定したリリース 8.1.6以前の .ejbテキストのディプ
ロイメント・ディスクリプタから、シリアライズされたディプロ
イメント・ディスクリプタの <outfile>を作成します。

-parsexml <infile>で指定した XMLディプロイメント・ディスクリプタ
から、リリース 8.1.6の .ejbテキストのディプロイメント・ディス
クリプタの <outfile>を作成します。

-dump シリアライズされたディプロイメント・ディスクリプタ
<infile>から、リリース 8.1.6の .ejbディプロイメント・ディス
クリプタのテキスト・ファイル <outfile>を作成します。 

-dumpxml リリース 8.1.6のテキストのディプロイメント・ディスクリプタ
<infile>から、リリース 8.1.7の XMLディプロイメント・ディ
スクリプタのファイル <outfile>を作成します。 

-encoding コンパイラに対してソース・ファイルの文字コードを特定します。
JAVA$OPTIONS表に一致する値がある場合は、オーバーライドし
ます。値は、javacの -encodingオプションと同じです。コマ
ンドラインまたは JAVA$OPTIONS表で文字コードを指定しない
と、latin1が使用されます。-encodingオプションはソース・
ファイルのロード時のみ有効です。 

infile 解析または読み込むファイルの名前。デフォルトは標準入力です。
ディプロイメント・ディスクリプタのファイルの通常の接尾辞は
.ejbまたは .xmlです。シリアライズされた記述子は .serです。 

outfile ダンプまたは書き込むファイルの名前。デフォルトは標準出力で
す。ディプロイメント・ディスクリプタのファイルの通常の接尾
辞は .ejbまたは .xmlです。シリアライズされた記述子は .serで
す。 
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リリース 8.1.6のディプロイメント・ディスクリプタのテキスト・ファイル表現を作成しま
す。 

ejbdescriptor -dump beandescriptor.ser beandescriptor.ejb

リリース 8.1.6のディプロイメント・ディスクリプタのファイルから、シリアライズされた
ディプロイメント・ディスクリプタを作成します。 

ejbdescriptor -parse beandescriptor.ejb beandescriptor.ser

リリース 8.1.6のディプロイメント・ディスクリプタの内容を表示します。 

ejbdescriptor -dump beandescriptor.ser

VisiBroker for Javaのツールのツールのツールのツール
Oracle8i JVMには Inprise (Visigenic) Caffeineツールが組み込まれています。このツールに
よって、オブジェクト・インタフェースを直接 Javaにコード化し、分散オブジェクト起動
のサポートに必要なインフラストラクチャを生成することができます。次のツールがありま
す。

■ java2rmi_iiop は、他のリモート・オブジェクトの呼出しに必要なインフラストラク
チャ EJBを生成します。java2rmi_iiopは、Inpriseの java2iiopツールの拡張機
能です。

■ java2idl は、IDLが必要な場合に、Javaインタフェースを IDLコードにコンパイルし
ます。

idl2java、java2idlおよび java2iiopの各ツールは、VisiBroker for Java製品（リ
リース 3.4）用に Inpriseが開発したツールで、Oracle8i に同梱されています。Oracle8i JVM
の CDには、これらのツールに関するドキュメントが含まれています。このドキュメント
は、http://www.inprise.comからダウンロードして参照することもできます。Oracle8i 
の実行時環境は VisiBroker環境と少し異なるため、Oracle8i JVMでは、VisiBrokerツールの
一部のオプションが VisiBrokerのドキュメントで説明されているように動作しない場合があ
ります。   
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ネイティブ・コンパイルのツールネイティブ・コンパイルのツールネイティブ・コンパイルのツールネイティブ・コンパイルのツール
Java言語は、プラットフォームに依存しない保護開発モデルのために設計されました。この
設計目標を達成するために、一部の実行パフォーマンスが犠牲となりました。Javaバイト
コードからマシン・コードへの変換は、パフォーマンスを低下させます。このパフォーマン
スの低下を回復させるために、特定のクラスをネイティブ・コンパイルすることができま
す。たとえば、CPU集中型クラスのコードをネイティブ・コンパイルすることができます。 

ネイティブ・コンパイルを使用しない場合、サーバーにロードする Javaコードは解析され、
コードが依存している基礎になるコア・クラス（java.lang.*）は、ネイティブ・コンパ
イルされます。 

ネイティブ・コンパイルによって、バイトコードを解析するよりも処理速度が 2～ 10倍速
くなります。速くなる程度は、次のような要素によって異なります。

■ 数値の使用

■ 多相メッセージ送信の程度

■ アクセッサ・メソッドではなく、ダイレクト・フィールド・アクセスの使用

■ 配列アクセスの量

■ キャスト

Javaバイトコードはコンパクトに設計されているため、ネイティブ・コンパイルされたコー
ドは、元のバイトコードよりもかなり大きくなります。ただし、ネイティブ・コードは共有
ライブラリに格納されるので、データベースのすべてのユーザーによって共有されます。 

ほとんどの JVMは、メソッドの起動時に Javaバイトコードをネイティブのマシン・コード
に変換する Just-In-Timeコンパイラを使用しています。Oracle8i JVMは、Ahead-Of-Time
アプローチを使用して Javaクラスを再コンパイルします。 

ネイティブ・コンパイラネイティブ・コンパイラネイティブ・コンパイラネイティブ・コンパイラ 説明説明説明説明

Just-In-Time Javaコードを変換する機能を、JDKで必要になる直前に JVM
に提供します。この機能による利点は、ネイティブ・コンパイ
ラがコード・ブランチと次のコードをどれだけ正確に予測する
かによって異なります。予測が正確でないと、パフォーマンス
は向上しません。

Ahead-Of-Time Oracle8i JVMは、JARファイル内のすべての Javaコードを共有
ライブラリにネイティブ・コンパイルします。この共有ライブ
ラリは、実行前に Javaパッケージによって編成されます。実行
時に、Oracle8i JVM Acceleratorは、Javaパッケージがネイティ
ブ・コンパイルされているかどうかをチェックします。ネイ
ティブ・コンパイルされている場合は、配置された Javaコード
を解釈しないで、マシン・コード・ライブラリを使用します。
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この静的なコンパイル・アプローチによって、サーバー上を横断するユーザーやコード・パ
スの数に関係なく、安定して大幅なパフォーマンス向上が得られます。コンパイル後、ツー
ルはコンパイル済みライブラリを Oracle8i JVMに静的にロードします。そのライブラリは、
ユーザー、プロセスおよびセッション間で共有されます。

Oracle8i JVM Acceleratorの概要の概要の概要の概要
ほとんどの Ahead-Of-Timeネイティブ・コンパイラは、プラットフォーム依存の言語に直
接コンパイルします。移植性に関する要件の点から、これは現実的ではありません。図 1-1
に示すように、Oracle8i JVM Acceleratorは、Javaクラスをプラットフォームに依存しない
Cのソースに変換します。この Cコードは、コンパイルおよびリンクされ、プラットフォー
ム依存でネイティブ・コンパイルされた共有ライブラリまたは DLLが最終的に提供されま
す。 

図図図図 1-1 Oracle8i JVM Acceleratorを使用したネイティブ・コンパイルを使用したネイティブ・コンパイルを使用したネイティブ・コンパイルを使用したネイティブ・コンパイル

Oracle8i JVM Accelerator

プラットフォームに�
依存しない C コード�

プラットフォーム依存の�
C ランタイム・ライブラリ�

Java クラス・ファイル�

Java クラス・ファイルから C への変換�
�

プラットフォーム�
依存の共有ライブラリ�
   (または DLL)C コードの�

コンパイルと�
リンク�

�
�
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JARファイルがある場合、Oracle8i JVM Acceleratorは次の処理を実行します。

1. データベースにロードされたクラスを検証します。

2. このクラスの Javaバイトコードは、データベースから取り出されて、Oracle8i JVM 
Acceleratorが起動されたプロジェクト・ディレクトリに格納されます。

3. Javaバイトコードは Cに変換されます。

4. Cコードは、使用しているプラットフォームの Cコンパイラによってコンパイルおよび
リンクされます。 

Oracle8i JVM Acceleratorは、取り出したクラスの変換、コンパイルおよびリンクをク
ライアント上で行います。このため、このアプリケーションが配置されるプラット
フォーム環境で、ネイティブ・コンパイルする必要があります。その結果、プロジェク
ト内のすべてのクラスに対する 1つの配置 JARファイルとなります。 

5. 作成された共有ライブラリは、
$ORACLE_HOME/javavm/adminディレクトリにロードされます。

Oracle8i JVMのコアのコアのコアのコア Javaクラス・ライブラリクラス・ライブラリクラス・ライブラリクラス・ライブラリ
すべてのコア Javaクラス・ライブラリおよびOracleが Oracle8i JVM内で提供する Java
コードは、高速の実行速度でネイティブ・コンパイルされます。Javaクラスは、共有ライブ
ラリとして $ORACLE_HOME/javavm/admin内に存在し、各共有ライブラリは Javaパッ
ケージに対応しています。たとえば、Solaris上の orajox8java_lang.so、および
Windows NT上の orajox8java_lang.dllは、java.langクラスを保持しています。
パッケージ作成とネーミングの仕様は、プラットフォームによって異なる場合があります。
Aurora JVMは、ネイティブ・コンパイルされた Javaファイルを内部で使用し、必要に応じ
て、実行時にオープンします。

注意注意注意注意 : Oracle8i JVM Acceleratorでネイティブ・コンパイルされたライブ
ラリは、Oracle8i JVM内でのみ使用することができます。また、このよう
なライブラリは、同一バージョンとして生産された Oracle8i JVM内での
み使用できます。後続のリリースでアプリケーションをネイティブ・コン
パイルする場合は、クラスの再コンパイルが必要です。つまり、既存のラ
イブラリは、アップグレード・プロセスによって自動的にネイティブに再
コンパイルされません。
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Javaアプリケーション・クラス・ライブラリのネイティブ・コンパイルアプリケーション・クラス・ライブラリのネイティブ・コンパイルアプリケーション・クラス・ライブラリのネイティブ・コンパイルアプリケーション・クラス・ライブラリのネイティブ・コンパイル
Oracle8i JVM Acceleratorは、Oracle8i JVM上に配置され、パフォーマンス向上が必要な
Javaアプリケーション製品で使用できます。Oracle8i JVM Acceleratorのコマンドライン・
ツールである ncompは、使用中のコードをネイティブ・コンパイルして Oracle8i JVMに
ロードします。ただし、ncompを使用するためには、最初にいくつかの初期設定を行う必要
があります。 

インストール要件インストール要件インストール要件インストール要件
Oracle8i JVM Acceleratorを起動する前に、次のインストールを行う必要があります。

1. ncompを実行するマシン上のプラットフォームに Cコンパイラをインストールします。

2. $ORACLE_HOME/javavm/jahomeディレクトリにある System*.propertiesファイ
ル内で、正しいコンパイルとリンカー・コマンドが参照されていることを確認します。
コンパイラとリンカーに関する情報はプラットフォームに固有なため、これらの項目の
構成の詳細は、使用するプラットフォームの READMEを参照してください。

3. 次の環境変数に、適切な JDK JARファイル、ライブラリおよびバイナリ情報を追加しま
す。

4. ncompを実行するユーザーに、次のロールとセキュリティのパーミッションを付与しま
す。

a. JAVA_DEPLOY: ncompおよび deployncの両方のユーティリティが実行する共有
ライブラリをサーバー上に配置できるようにするため、ユーザーに JAVA_DEPLOY

環境変数環境変数環境変数環境変数 必要な追加項目必要な追加項目必要な追加項目必要な追加項目

JAVA_HOME JDKがインストールされている場所を設定します。 

CLASSPATH 次のように、適切な JDK JARファイルを CLASSPATHに格納し
ます。

■ JDK 1.1の場合は、$JAVA_HOME/lib/classes.zipを格納
します。

■ JDK 1.2の場合は、$JAVA_HOME/lib/tools.jarおよび
$JAVA_HOME/lib/dt.jarファイルを格納します。

PATH 次の JDKバイナリ・パスを追加します。$JAVA_HOME/bin

LD_LIBRARY_PATH 次の JDKライブラリ・パスを追加します。$JAVA_HOME/lib

注意注意注意注意 : DBAロールには、JAVA_DEPLOYロール、および $ORACLE_HOME
の下にあるすべてのファイルに対する FilePermissionが含まれていま
す。
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ロールを割り当てる必要があります。たとえば、このロールを次のように DAVE
に割り当てます。

SQL> GRANT JAVA_DEPLOY TO DAVE;

b. FilePermission: Oracle8i JVM Acceleratorは、ネイティブ・コンパイルされた
コードを持つ共有ライブラリをサーバーに格納します。Oracle8i JVM Accelerator
が共有ライブラリを格納するために、ユーザーには、サーバー上の
$ORACLE_HOMEの下にあるディレクトリとファイルにアクセスして読込みと書込
みができる FilePermissionを付与する必要があります。すべての対象ディレク
トリに対して FilePermissionを付与する 1つの方法は、次のように、ユーザー
に JAVASYSPRIVロールを付与することです。

SQL> GRANT JAVASYSPRIV TO DAVE;

JAVASYSPRIVおよび FilePermissionの付与の詳細は、『Oracle8i Java開発者ガ
イド』の「セキュリティ」の章を参照してください。

ncomp
ncompツール内に実装されている Oracle8i JVM Acceleratorは、指定した JAR、ZIPまたは
クラス・リスト内のすべてのクラスをネイティブ・コンパイルします。Oracle8i JVM 
Acceleratorは、これらのクラスをネイティブ・コンパイルし、パッケージに従って共有ライ
ブラリに配置します。クラスは、最初にデータベースにロードする必要があります。

 クラスが JARファイル内で指定され、すでにデータベースにロードされている場合は、次
のコマンドを実行して Javaクラスをネイティブ・コンパイルできます。

ncomp -user SCOTT/TIGER myClasses.jar

ネイティブ・コンパイルの詳細の処理方法を管理できるオプションがあります。 

構文構文構文構文
ncomp [ options ] <class_designation_file>
  -user | -u <username>/<password>[@<database_url>]
  [-load]
  [-projectDir | -d <project_directory>]
  [-force]
  [-lightweightDeployment]

注意注意注意注意 : ネイティブ・コンパイルの処理では、すべての Javaクラスをコン
パイルしてリンクするため、数分から数時間かかる場合があります。処理
に要する時間は、コンパイルするクラスの数と、マシン上のハードウェア
のタイプによって異なります。
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  [-noDeploy]
  [-outputJarFile | -o <jar_filename>]
  [-thin]
  [-oci8]
  [-update]
  [-verbose]

 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-56は、ncompの引数の一覧です。<class_designation_file>は、<file>.jar、
<file>.zipまたは <file>.classesのいずれかになります。

注意注意注意注意 : これらのオプションの使用例は、1-106ページの「ネイティブ・コ
ンパイルの使用例」を参照してください。

表表表表 1-56 ncompの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

引数引数引数引数 説明および値説明および値説明および値説明および値

<file>.jar ネイティブ・コンパイルするクラスが格納されている JARファ
イルのフルパス名とファイル名。JARファイルがあるディレク
トリ内で実行し、-projectDirオプションを指定しない場合
は、JARファイル名のみ指定できます。

<file>.zip ネイティブ・コンパイルするクラスが格納されている ZIPファ
イルのフルパス名とファイル名。ZIPファイルがあるディレク
トリ内で実行し、-projectDirオプションを指定しない場合
は、ZIPファイル名のみ指定できます。

<file>.classes ネイティブ・コンパイルするクラスのリストが格納されている
クラス・ファイルのフルパス名とファイル名。クラス・ファイ
ルがあるディレクトリ内で実行し、-projectDirオプション
を指定しない場合は、クラス・ファイル名のみ指定できます。
クラス・ファイルの詳細は、1-108ページの「特定のクラスのネ
イティブ・コンパイル」を参照してください。

-user | -u 
<username>/<password>
[@<database>]

ユーザー、パスワードおよびデータベース接続文字列を指定し
ます。ファイルはこのデータベース・インスタンスにロードさ
れます。引数は、<username>/<password>[@<database>]
の形式で指定します。このオプションにデータベース URLを指
定する場合は、OCI8構文を使用する必要があります。JDBC 
Thinデータベース URLを指定するには、-thinオプションを
使用します。

-force すべてのクラスでネイティブ・コンパイルを実行します。以前
にコンパイルされたクラスは渡されません。
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-lightweightDeployment 共有ライブラリを配置するためのオプション、およびネイティ
ブ・コンパイル情報を個別に提供します。この引数は、配置時
にリソースを予約する必要がある場合に便利です。詳細は、
1-104ページの「lightweightDeployment」を参照してくださ
い。

-load 指定したクラス・ファイルで loadjavaを実行します。このオ
プションは、<file>.classesのファイルと組み合せて使用
することはできません。

-outputJarFile 
<jar_filename>

ネイティブ・コンパイルされたすべてのクラスを、配置 JAR
ファイルに出力します。このオプションで、配置 JARファイル
の名前とその接続先ディレクトリを指定します。指定しない場
合、ncompツールは、入力 <file>に接尾辞「_depl.jar」を加
えた名前を、出力配置 JARファイルに付けます。ディレクトリ
を指定しないと、出力 JARファイルはプロジェクト・ディレク
トリ（-projectDirで示されます）に格納されます。

-noDeploy ネイティブ・コンパイルの結果は出力配置 JARファイルのみに
反映し、サーバーに配置しないことを指定します。出力された
配置 JARは、deployncツールを使用して、任意のサーバーに
配置できます。

-thin -userオプションで指定されたデータベース URLでは、デー
タベース URL構文の JDBC Thin URLアドレスが使用されます。

-oci8 -userオプションで指定されたデータベース URLでは、デー
タベース URL構文の OCI8 URLアドレスが使用されます。た
だし、-oci8または -thinのいずれも指定しない場合、デ
フォルトでは、OCI8のデータベース URLを使用したとみなさ
れます。

-projectDir | -d 
<absolute_path>

プロジェクト・ディレクトリのフルパスを指定します。指定し
ないと、Oracle8i JVM Acceleratorは、ncompが起動された
ディレクトリをプロジェクト・ディレクトリとして使用します。
このディレクトリは、すでに存在している必要があります。つ
まり、ツールでこのディレクトリを作成することはありません。
ディレクトリが存在しない場合は、カレント・ディレクトリが
使用されます。

表表表表 1-56 ncompの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明および値説明および値説明および値説明および値
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細

user
{-user | -u} <user>/<password>[@<database>]

@<database>の形式は、-oci8を指定するか、または -thinを指定するかによって異な
ります。デフォルトは -oci8です。 

■ -oci8:@<database>はオプションです。指定しないと、ncompはユーザーのデフォル
ト・データベースを使用します。指定する場合、<database>は TNS名または Net8
形式の名前 /値リストとなります。 

■ -thin:@<database>は必須です。形式は <host>:<lport>:<SID>です。 

– <host>は、データベースが動作しているマシンの名前です。 

– <lport>は、Net8接続のリスニング用に設定したリスナー・ポートです。デフォ
ルト・インストールでは 5521です。 

– <SID>は、データベース・インスタンスの識別子です。デフォルト・インストール
では ORCLです。 

lightweightDeployment
Oracle8i JVM Acceleratorは、コンパイル情報とコンパイルした共有ライブラリを 1つの
JARファイルに格納し、共有ライブラリをサーバー上の $ORACLE_HOME/javavm/admin
ディレクトリにコピーし、コンパイル情報をサーバーに配置します。使用しているサーバー
上に共有ライブラリを配置する場合は、lightweightDeploymentオプションを使用しま
す。lightweightDeploymentオプションを使用し、次の 2つの手順で配置します。

1. -noDeployオプションと -lightweightDeploymentオプションを使用して、JAR
ファイルをネイティブ・コンパイルします。これによって、推移閉包情報などの ncomp
情報のみ含まれた配置 JARファイルが作成されます。共有ライブラリは、配置 JAR
ファイルに保存されません。したがって、配置 JARファイルのサイズはかなり小さくな
ります。

-update すでにネイティブ・コンパイルされた
<class_designation_file>にクラスを追加する場合は、
このフラグを使用して、配置 JARファイルが新規クラスの追加
によって更新されたことを Oracle8i JVM Acceleratorに通知し
ます。これによって、Oracle8i JVM Acceleratorは新規クラスを
コンパイルして、適切な共有ライブラリに追加します。配置
JARファイルは更新されます。 

-verbose ネイティブ・コンパイル・テキストの詳細を出力します。

表表表表 1-56 ncompの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明および値説明および値説明および値説明および値
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2. 次の手順で配置します。

a. ネイティブ・コンパイルのプロジェクト・ディレクトリである libディレクトリか
らサーバーの $ORACLE_HOME/javavm/adminディレクトリに、出力されたすべ
ての共有ライブラリをコピーします。

b. deployncを使用して、軽量の配置 JARファイルをサーバーに配置します。

エラーエラーエラーエラー
ネイティブ・コンパイル時に発生したエラーは、スクリーンに出力されます。共有ライブラ
リのサーバーへの配置時、または実行時に発生したエラーは、statusncツールを使用する
か、または JACCELERATOR$DLL_ERRORS表を参照して表示することができます。 

指定したクラスのネイティブ・コンパイル中にエラーが発生した場合、Oracle8i JVM 
Acceleratorはエラーを表示し、現行パッケージでの作業を中止して、次のパッケージに関す
るコンパイル作業を継続します。ネイティブ・コンパイルは残りのパッケージに継続されま
す。エラーが発生したクラスを含んだパッケージでは、ネイティブ・コンパイルはまったく
実行されません。

エラーが発生したクラスの問題を解決した後は、次のいずれかの処理を実行できます。

■ 共有ライブラリを再コンパイルします。

■ Javaクラスをデータベースに再ロードします。

クラスを再コンパイルせず、訂正した Javaクラスをデータベースにロードする場合、訂正
したクラスとそのクラスの解決検証に含まれている全クラスは、同じ共有ライブラリ内に配
置されているかどうかに関係なく、インタプリタ・モードで実行されます。つまり、JVMで
は、これらのクラスをネイティブに実行しません。ネイティブ・コンパイルされたその他の
すべてのクラスは、ネイティブ形式で実行が継続されます。再ロードしたクラス、または任
意の参照先クラスで statusncコマンドを実行すると、NEED_NCOMPINGステータス・
メッセージが表示されます。 

Javaクラスで発生する可能性があるエラーは、次のとおりです。

1. Javaクラスがデータベース内に存在しません。Javaクラスを Oracle8i JVMにロードし
ていない場合、Oracle8i JVM Acceleratorはそのクラスを共有ライブラリに格納しませ
ん。そのクラスの処理はスキップされます。

2. Javaクラスが無効です。つまり、参照の 1つが検出できません。

注意注意注意注意 : このディレクトリに書き込むには、FilePermission権限が必要
です。FilePermissionは、DBAまたは JAVASYSPRIVロールに含まれ
ています。
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3. Javaクラスが未解決の場合、Oracle8i JVM Acceleratorは、ネイティブ・コンパイルす
る前にそのクラスを解決しようとします。ただし、解決できない場合、Oracle8i JVM 
Acceleratorはそのクラスを無視します。

ネイティブ・コンパイルの JARファイルの配置に関して可能性のあるエラーは、次のとおり
です。

■ JARファイルのネイティブ・コンパイルは正常に実行されましたが、配置に失敗しまし
た。この場合は、JARファイルを再コンパイルせず、deployncコマンドを使用して、
ネイティブ・コンパイルされた出力 JARファイルを配置します。

ネイティブ・コンパイルの使用例ネイティブ・コンパイルの使用例ネイティブ・コンパイルの使用例ネイティブ・コンパイルの使用例
次の使用例では、ncompツールのオプションの使用方法を説明します。

■ テスト・プラットフォームでのネイティブ・コンパイル（Javaクラスがデータベースに
ロード済みの場合）

■ データベース内にロードされていない Javaクラスのネイティブ・コンパイル

■ 今後の配置用出力のクリーン・コンパイルと生成

■ ネイティブ・コンパイルの作成環境の管理

■ 特定のクラスのネイティブ・コンパイル

■ 全体または一部が変更されたパッケージのネイティブ・コンパイル

テスト・プラットフォームでのネイティブ・コンパイル（テスト・プラットフォームでのネイティブ・コンパイル（テスト・プラットフォームでのネイティブ・コンパイル（テスト・プラットフォームでのネイティブ・コンパイル（Javaクラスクラスクラスクラス
がデータベースにロード済みの場合）がデータベースにロード済みの場合）がデータベースにロード済みの場合）がデータベースにロード済みの場合）
すべてのクラスをデータベースにロードし、アプリケーションのテストが完了している場合
は、Oracle8i JVM Acceleratorに対して、テスト済みクラスをネイティブ・コンパイルする
ように要求できます。Oracle8i JVM Acceleratorは、JAR、ZIPまたはクラス・リストを検索
して、ネイティブ・コンパイルに含めるパッケージとクラスを判断します。次に、Oracle8i 
JVM Acceleratorは、指定されたすべてのクラスをサーバーから取得し、共有ライブラリに
ネイティブ・コンパイルします。各ライブラリには、クラスの単一のパッケージが含まれて
います。 

クラスはすでにサーバー内にロードされているとします。次のコマンドを実行して、
pubProject.jarファイルなどのクラス指定ファイル内にリストされているすべてのクラ
スをネイティブ・コンパイルします。 

ncomp -user SCOTT/TIGER pubProject.jar

クラス指定ファイル内にある任意のクラスを変更して再コンパイルを要求すると、Oracle8i 
JVM Acceleratorは、変更されたクラスが含まれているパッケージのみ再コンパイルします。
すべてのパッケージを再コンパイルするわけではありません。 
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データベース内にロードされていないデータベース内にロードされていないデータベース内にロードされていないデータベース内にロードされていない Javaクラスのネイティブ・コンクラスのネイティブ・コンクラスのネイティブ・コンクラスのネイティブ・コン
パイルパイルパイルパイル
テスト終了後、指定したクラスを、テスト・マシンとは別のホストにネイティブ・コンパイ
ルするとします。指定したクラス・ファイルをプラットフォームに転送した後、ネイティ
ブ・コンパイルを実行する前に、そのファイル内のクラスをデータベースにロードする必要
があります。次のコマンド例では、loadjavaを使用してクラスをロードし、クラス指定
ファイルの pubProject.jarのネイティブ・コンパイルを実行します。

ncomp -user SCOTT/TIGER@dbhost:5521:orcl -thin -load pubProject.jar

今後の配置用出力のクリーン・コンパイルと生成今後の配置用出力のクリーン・コンパイルと生成今後の配置用出力のクリーン・コンパイルと生成今後の配置用出力のクリーン・コンパイルと生成
以前にネイティブ・コンパイルされたかどうかに関係なく、クラス指定ファイル内のすべて
のクラスを再コンパイルする場合は、ncompの -forceオプションを実行します。-force
オプションは、すべてのクラスがコンパイルされ、他の Oracle8i JVMデータベースに配置
できる配置 JARファイルが作成されたことを保証するためにも使用できます。ネイティブ・
コンパイルの配置 JARファイルは、-outputJarFileオプションを使用して指定できます。
次のコマンド例では、強制的にクラス指定ファイルの pubProject.jar内にあるすべての
Javaクラスを再コンパイルし、pubworks.jarという名前の配置 JARファイルを作成しま
す。 

ncomp -user SCOTT/TIGER -force -outputJarFile pubworks.jar pubProject.jar

配置 JARファイルには、クラスの共有ライブラリとその共有ライブラリに対して指定された
インストール・クラスが格納されます。元の Javaクラスは格納されません。ネイティブ・
コンパイルされた配置 JARファイルを、適切なプラットフォーム・タイプの任意の Oracle8i 
JVMに配置するには、次の処理が必要です。

1. 元の Javaクラスを接続先サーバーにロードします。前述の例では、loadjavaツール
を使用して、pubProject.jarファイルがデータベースにロードされます。

2. Oracle8i JVM Acceleratorの deployncツールを使用して、ネイティブ・コンパイルさ
れた配置 JARファイルを配置します。deployncツールの詳細は、1-109ページの
「deploync」を参照してください。

ネイティブ・コンパイルの作成環境の管理ネイティブ・コンパイルの作成環境の管理ネイティブ・コンパイルの作成環境の管理ネイティブ・コンパイルの作成環境の管理
デフォルトでは、Oracle8i JVM Acceleratorは、ncompが実行されたディレクトリを作成環
境として使用します。Oracle8i JVM Acceleratorは、このディレクトリに複数のクラス・
ファイルをダウンロードし、コンパイルとリンクのプロセスでこのディレクトリを使用しま
す。

Oracle8i JVM Acceleratorが任意のファイルをカレント・ディレクトリにダウンロードしな
いようにするには、作業ディレクトリを作成し、-projectDirオプションを使用して、そ
の作業ディレクトリをプロジェクト・ディレクトリに指定します。次の例では、Oracle8i 
JVM Acceleratorで /tmp/jaccel/pubCompedを作成ディレクトリとして使用するように
指定します。このディレクトリは、-projectDirオプションで指定する前に存在している
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必要があります。Oracle8i JVM Acceleratorがこのディレクトリを作成することはありませ
ん。

ncomp -user SCOTT/TIGER -projectDir /tmp/jaccel/pubComped pubProject.jar

特定のクラスのネイティブ・コンパイル特定のクラスのネイティブ・コンパイル特定のクラスのネイティブ・コンパイル特定のクラスのネイティブ・コンパイル
ネイティブ・コンパイルする 1つ以上のクラスを、テキストベースの <file>.classesファ
イル内で指定できます。次の Java構文を使用して、パッケージ、またはファイル内の個別
のクラス（あるいはその両方）を指定します。

■ 1つ以上のパッケージ内にあるクラスを指定するには、次のように入力します。

import COM.myDomain.myPackage.*;
import COM.myDomain.myPackage.mySubPackage.*;

■ クラスを個別に指定するには、次のように入力します。

import COM.myDomain.myPackage.myClass;

明示的に指定後、このクラス指定ファイルの名前と場所をコマンドラインに指定します。次
のように、pubworks.classesファイルを指定します。

import COM.myDomain.myPackage.*;
import COM.myDomain.hisPackage.hisSubPackage.*;
import COM.myDomain.herPackage.herClass;
import COM.myDomain.petPackage.petClass;

次の例では、このファイル内で指定した、myPackageと hisSubPackage内のすべてのク
ラス、および herClassと myClass内の個別のクラスを、Oracle8i JVM Acceleratorでコ
ンパイルするように指定します。これらのクラスは、すでにデータベースにロードされてい
る必要があります。

ncomp -user SCOTT/TIGER /tmp/jaccel/pubComped/pubworks.classes

全体または一部が変更されたパッケージのネイティブ・コンパイル全体または一部が変更されたパッケージのネイティブ・コンパイル全体または一部が変更されたパッケージのネイティブ・コンパイル全体または一部が変更されたパッケージのネイティブ・コンパイル
JARファイル内の任意のクラスが変更された場合、Oracle8i JVM Acceleratorは、変更され
たクラスが格納されている共有ライブラリのみを再コンパイルします。JARファイルで指定
されたすべての共有ライブラリを再コンパイルするわけではありません。ただし、以前にネ
イティブ・コンパイルされたかどうかに関係なく、JARファイル内のすべてのクラスを再コ
ンパイルする場合は、次のように ncompの -forceオプションを実行します。

ncomp -user scott/tiger -force pubProject.JAR

注意注意注意注意 : Javaには、サブパッケージという正式な概念はありません。各
パッケージは独立して指定する必要があります。
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deploync
deployncコマンドを使用して、配置 JARファイルをインストールできます。これには、デ
フォルトの出力 JARファイル、<file>_depl.jar、または ncomp -outputJarFileオプ
ションを使用して作成された JARが含まれます。 オペレーティング・システムおよび
Oracle8i データベースのバージョンは、ネイティブ・コンパイルを実行したプラットフォー
ムと同じであることが必要です。

構文構文構文構文
deploync [options] <deployment>.jar
  -user | -u <username>/<password>[@<database_url>]
  [-projectDir | -d <project_directory>]
  [-thin]
  [-oci8]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-57は、deployncの引数の一覧です。 

注意注意注意注意 : Oracle8i JVMにインストールされた共有ライブラリは、
JACCELERATOR$DLLS表にリスト表示されます。 

表表表表 1-57 deployncの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

引数引数引数引数 説明および値説明および値説明および値説明および値

<deployment>.jar 配置 JARファイルのフルパス名とファイル名。JARファイルは、
ncompツールで -outputJarFileオプションを指定して作成
します。deployncツールは、このファイルがネイティブ・コン
パイルの配置 JARファイルであることを確認しません。

-user | -u 
<username>/<password>
[@<database>]

ユーザー、パスワードおよびデータベース接続文字列を指定しま
す。ファイルはこのデータベース・インスタンスにロードされま
す。引数は、<username>/<password>[@<database>]の形
式で指定します。このオプションにデータベース URLを指定す
る場合は、OCI8構文を使用する必要があります。JDBC Thin
データベース URLを指定するには、-thinオプションを使用し
ます。

-projectDir | -d 
<absolute_path>

プロジェクト・ディレクトリのフルパスを指定します。指定しな
いと、Oracle8i JVM Acceleratorは、ncompが起動されたディレ
クトリをプロジェクト・ディレクトリとして使用します。

-thin -userオプションで指定されたデータベース URLでは、データ
ベース URL構文の JDBC Thin URLアドレスが使用されます。
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例例例例
次の例では、ネイティブ・コンパイルされた配置 JARファイルの pub.jarを、dbhost
データベースに配置します。

deploync -user SCOTT/TIGER@dbhost:5521:orcl -thin /tmp/jaccel/PubComped/pub.jar

statusnc
ネイティブ・コンパイルの完了後、statusncコマンドを使用して、Javaクラスのステータ
スをチェックできます。このツールは、スクリーンまたは指定されたファイルのいずれか
に、各クラスのステータスを出力します。また、statusncツールは、常にその出力を
JACCELERATOR$STATUS表内に保存します。可能な値は次のとおりです。

-oci8 -userオプションで指定されたデータベース URLでは、データ
ベース URL構文の OCI8 URLアドレスが使用されます。ただ
し、-oci8または -thinのいずれも指定しない場合、デフォル
トでは、OCI8のデータベース URLを使用したとみなされます。

クラスのネイティブ・クラスのネイティブ・クラスのネイティブ・クラスのネイティブ・
コンパイルのステータスコンパイルのステータスコンパイルのステータスコンパイルのステータス

説明説明説明説明

ALREADY_NCOMPED 現在、クラスはネイティブ・コンパイルされています。

NEED_NCOMPING 共有ライブラリ内のクラスがネイティブ・コンパイル後に再ロード
されました。したがって、この共有ライブラリは再コンパイルする
必要があります。

INVALID データベースにロードされたクラスが無効です。Oracle8i JVM 
Acceleratorで検証を試みましたが失敗しました。このクラスは、ネ
イティブ・コンパイルされた共有ライブラリから除外されます。

注意注意注意注意 : JACCELERATOR$STATUS表には、最後に実行された statusnc
コマンドの出力のみが格納されます。statusncコマンドは、実行時にこ
の表のレコードを消去してから新規レコードを書き込みます。

表表表表 1-57 deployncの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明および値説明および値説明および値説明および値
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構文構文構文構文
statusnc [ options ] <class_designation_file>
   -user <user>/<password>[@database]
   [-output | -o <filename>]
   [-projectDir | -d <directory>]
   [-thin]
   [-oci8]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-58は、statusncの引数の一覧です。<class_designation_file>は、
<file>.jar、<file>.zipまたは <file>.classesのいずれかになります。

表表表表 1-58 statusnc の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

引数引数引数引数 説明説明説明説明

<file>.jar ネイティブ・コンパイルされた JARファイルのフルパス名と
ファイル名。 

<file>.zip ネイティブ・コンパイルされた ZIPファイルのフルパス名と
ファイル名。 

<file>.classes ネイティブ・コンパイルされたクラスのリストが格納されてい
るクラス・ファイルのフルパス名とファイル名。クラス・ファ
イルの詳細は、1-108ページの「特定のクラスのネイティブ・
コンパイル」を参照してください。

-user | -u 
<username>/<password>
[@<database>]

ユーザー、パスワード、およびファイルがロードされるデータ
ベースの接続文字列を指定します。引数は、
<username>/<password>[@<database>]の形式で指定し
ます。このオプションにデータベース URLを指定する場合は、
OCI8構文を使用する必要があります。JDBC Thinデータベー
ス URLを指定するには、-thinオプションを使用します。

-output <filename> statusncコマンドの出力先を、スクリーンではなく、指定し
たテキスト・ファイルに指定します。

-projectDir | -d 
<absolute_path>

プロジェクト・ディレクトリのフルパスを指定します。指定し
ないと、Oracle8i JVM Acceleratorは、ncompが起動された
ディレクトリをプロジェクト・ディレクトリとして使用しま
す。

-thin -userオプションで指定されたデータベース URLでは、デー
タベース URL構文の JDBC Thin URLアドレスが使用されま
す。
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 例例例例
statusnc -user SCOTT/TIGER -output pubStatus.txt /tmp/jaccel/PubComped/pub.jar

その他のツール群その他のツール群その他のツール群その他のツール群
この項では、特殊な目的のツールを説明します。 

■ java2rmi_iiop

■ modifyprops

java2rmi_iiop
現行の Oracle8i JVM Enterprise JavaBeans実装では、EJBは IIOPを介した RMIによりクラ
イアントと通信します。このことは、EJBサーバー・オブジェクトからの起動（コールバッ
ク）のためにオブジェクト・リファレンスを EJBに渡す CORBAクライアントを実装する際
に問題となります。それは、CORBAのトランスポート・プロトコルは IIOPであり、IIOP
を介した RMIではないためです。CORBAクライアントは、EJBが IIOPを介した RMIで起
動できるオブジェクトを EJBに渡す必要があります。java2rmi_iiopツールは、クライア
ントやサーバーが EJBからリモート起動できるオブジェクトを作成するのに必要なスタブ、
スケルトンおよびその他のクラスを生成します。(java2rmi_iiopは、VisiBroker for Java
の java2iiopツールに似ています。ただし、インタフェースによって拡張されるのは、
org.omg.CORBA.Objectではなく java.rmi.Remoteです。)

Javaインタフェース定義は次の RMI仕様に従う必要があります。

■ インタフェースは、java.rmi.Remote.を拡張する必要があります。

■ すべてのリモート・メソッドでは少なくとも java.rmi.RemoteExceptionを発生さ
せる必要があります。

■ リモート・メソッドのすべての引数および戻り値は、有効な RMIタイプであることが必
要です。

-oci8 -userオプションで指定されたデータベース URLでは、デー
タベース URL構文の OCI8 URLアドレスが使用されます。た
だし、-oci8または -thinのいずれも指定しない場合、デ
フォルトでは、OCI8のデータベース URLを使用したとみなさ
れます。

表表表表 1-58 statusnc の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約（続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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構文構文構文構文
java2rmi_iiop [options] <file>.java ...
  [-no_bind]
  [-no_comments]
  [-no_examples]
  [-no_tie]
  [-root_dir <directory>]
  [-verbose]
  [-version]
  [-W <number>]
  [-wide]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-59は、java2rmi_iiopの引数の一覧です。
 

例例例例
指定した RMIインタフェースのために、IIOPを介した RMI用のクラス・ファイルを生成し
ます。 

java2rmi_iiop Dictionary.java

表表表表 1-59 java2rmi_iiopの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

引数引数引数引数 説明説明説明説明

-nobind bind()メソッドの生成を抑制します。 

-no_comments 生成されたコード内のコメントを抑制します。 

-no_examples コード例の生成を抑制します。 

-no_tie コードの生成を抑制します。

-root_dir 生成されたすべてのファイルを、カレント・ディレクトリではな
く指定されたディレクトリに置きます。

-verbose 詳細なメッセージを出力します。 

-version 現在動作している VisiBroker for Javaのバージョンを表示します。 

-W このオプションを 0（ゼロ）に設定すると、コンパイラが出力す
るすべての警告が抑制されます。 

-wide Javaの String/charを IDLの wstring/wcharにマッピング
します。 
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modifyprops
Oracle8i のサーバー側 ORBのいくつかの特徴は、ORBがその上で動作する新しいセッショ
ンの開始時に読み込まれるプロパティにより決定されます。これらのプロパティを変更する
には、modifypropsツールを使用します。開発者が ORBプロパティを変更するのは、
Oracleテクニカル・サポートが変更の指示を出している場合に限ります。 

構文構文構文構文
modifyprops {-u | -user} <user/password@<database> [options] 
{<key> <value> [,<key> <value>] ... | <key> -delete}
  [-o | -oci8]  
  [-t | -thin] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 1-60は、modifypropsの引数の一覧です。
 

表表表表 1-60 modifypropsの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

引数引数引数引数 説明説明説明説明

-user ユーザー、パスワードおよびオプションのデータベース接続文字
列を指定します。詳細は、1-115ページの「user」を参照してくだ
さい。 

-oci8 modifypropsは JDBC OCIドライバを使用して、データベース
に接続します。-oci8と -thinは相互に排他的です。いずれも
指定しない場合は、デフォルトで -oci8が使用されます。-oci8
を選択すると、暗黙に使用するデータベース接続文字列の形式が
決まります。詳細は、1-115ページの「user」を参照してくださ
い。

-thin JDBC Thinドライバを使用して、データベースと通信するように
modifypropsに指示します。-oci8と -thinは相互に排他的で
す。いずれも指定しない場合は、デフォルトで -oci8が使用され
ます。-thinを選択すると、暗黙に使用するデータベース接続文
字列の形式が決まります。詳細は、1-115ページの「user」を参照
してください。 

<key> <value> Oracleテクニカル・サポートが、<key>と <value>に入力する
値をアドバイスします。 
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引数の詳細引数の詳細引数の詳細引数の詳細

user
{-user | -u} <user>/<password>[@<database>]

@<database>の形式は、-oci8を指定するか、または -thinを指定するかによって異な
ります。デフォルトは -oci8です。 

■ -oci8:@<database>はオプションです。指定しない場合、modifypropsはユーザー
のデフォルト・データベースを使用します。指定する場合、<database>は TNS名ま
たは Net8形式の名前 /値リストとなります。 

■ -thin:@<database>は必須です。形式は <host>:<lport>:<SID>です。 

– <host>は、データベースが動作しているマシンの名前です。 

– <lport>は、Net8接続をリスニングするように設定されているリスナー・ポート
です。デフォルトのインストールでは 5521です。 

– <SID>は、データベース・インスタンス識別子です。デフォルトのインストールで
は、ORCLです。 
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                                                          下位互換性ツ
2

下位互換性ツール下位互換性ツール下位互換性ツール下位互換性ツール

セッション・シェル、publishツールおよび removeツールの基礎となっている論理は、
リリース 8.1.7で変更されています。このため、各ツールは、Oracle8i リリース 8.1.6以前の
バージョンとの下位互換性がありません。 したがって、下位互換性を確保するために、
sess_sh_816、publish_816および remove_816の各ツールが提供されています。 これ
らのツールは、将来のリリースでは提供されない予定です。

この章で説明するツールは次のとおりです。

■ Session Namespace Tools

■ publish_816

■ remove_816

■ sess_sh_816
ール 2-1
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Session Namespace Tools
Oracle8i JVMソフトウェアで動作している各データベース・インスタンスにはセッション・
ネームスペースがあり、Oracle8i ORBではこのネームスペースを使用して、CORBAおよび
EJBオブジェクトを活性化します。セッション・ネームスペースは、PublishedObjectsおよ
び PublishingContextsと呼ばれるオブジェクトで構成される階層構造のコレクションです。
PublishedObjectsはこの階層構造のリーフであり、PublishingContextsはノードです。これ
は、UNIXファイル・システムにおけるファイルとディレクトリに似ています。それぞれの
PublishedObjectは、クラス・スキーマ・オブジェクトと対応付けられており、CORBAまた
は EJB実装を表します。CORBAまたは EJBオブジェクトを活性化するために、クライアン
トは PublishedObjectの名前を指定します。この PublishedObjectから、Oracle8i ORBは対
応するクラス・スキーマ・オブジェクトを検索および起動するために必要な情報を取得しま
す。 

PublishedObjectを作成することを「公開する」といい、コマンドラインの publish_816
ツールまたは対話型セッション・シェルを使用して実行します。いずれもこの項で説明しま
す。CORBAサーバー開発者は、loadjavaでオブジェクトの実装をロードした後で、
PublishedObjectsを明示的に作成します。EJB開発者がその実装の明示的なロードや公開を
行うことはありません。deployejbツールにより暗黙的に両方が実行されます。 

PublishedObjectには、次の属性があります。 

■ スキーマ・オブジェクト名 : PublishedObjectと対応付けられた Javaクラス・スキーマ・
オブジェクトの名前。

■ スキーマ : 対応するクラス・スキーマ・オブジェクトを含むスキーマの名前。

■ ヘルパー・スキーマ・オブジェクト名 : CORBAオブジェクトや EJBのインスタンスへの
参照を自動的に絞り込むため、Oracle8i ORBで使用しているヘルパー・クラスの名前。 

PublishedObjectsと PublishingContextsには、ファイルやディレクトリと同様に、所有者と
権限（特権）があります。所有者は、ユーザー名またはロール名です。PublishedObjectま
たは PublishingContextの所有権または権限を変更できるのは所有者のみです。セッショ
ン・ネームスペースの権限は表 2-1で説明します。 

表表表表 2-1 PublishingContextとととと PublishedObjectの権限の権限の権限の権限

権限権限権限権限 PublishingContextの意味の意味の意味の意味 PublishedObjectの意味の意味の意味の意味

読込み 内容と属性（タイプ、権限および作成
日時）をリストします。 

オブジェクトの属性（タイプ、スキーマ・
オブジェクト、ヘルパー、権限および作成
日時）をリストします。 

書込み PublishingContext内で
PublishedObjectまたは
PublishingContextを作成します。 

オブジェクトを再公開します。 

実行 内容を使用して名前を解決します。 対応付けられているクラスを活性化しま
す。
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Oracle8i では、Oracle8i ORBが構成されるときにセッション・ネームスペースが自動的に生
成されます。表 2-2に記載されている PublishingContextsは、すべてのセッション・ネーム
スペースに存在します。 

デフォルトでは、/testのみが PUBLICで書込み可能なので、通常、/testの下に
PublishingContextsと PublishedObjectsを作成します。

publish_816
publish_816ツールは、PublishingContext内での PublishedObjectの生成や置換（再公
開）を行います。Javaクラス・スキーマ・オブジェクトを更新するときに再公開する必要は
ありません。再公開は、PublishedObjectの属性を変更する場合にのみ必要です。公開する
には、書込み先の PublishingContextの書込みのパーミッション（書込み権限）が必要です。
デフォルトでは、PublishingContextの /testのみが PUBLICで書込み可能です。再公開す
るには、さらに、PublishedObjectの書込み権限が必要です。 

構文構文構文構文
publish_816 [options]
<name> <class> [<helper>] -user <username> -password <password>
-service <serviceURL>

オプションは次のとおりです。

  [-describe] 
  [{-g | -grant} {<user> | <role>}[,{<user> | <role>}]...]
  [{-h | -help}] 
  [-idl]
  [-iiop]
  [-replaceIDL]
  [-role <role>] 
  [-republish]
  [-schema <schema>]
  [-keepcase]

表表表表 2-2 初期初期初期初期 PublishingContextsと権限と権限と権限と権限 

名前名前名前名前 所有者所有者所有者所有者 読込み読込み読込み読込み 書込み書込み書込み書込み 実行実行実行実行

/ SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/bin SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/etc SYS PUBLIC SYS PUBLIC

/test SYS PUBLIC PUBLIC PUBLIC
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  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 2-3は、publish_816ツールの引数の一覧です。 

表表表表 2-3 publish_816ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 作成または再公開される PublishedObjectの名前。
PublishingContextsは必要な場合に生成されます。 

<class> <name>に対応するクラス・スキーマ・オブジェクトの名前。 

<helper> <class>の narrow()メソッドを実装する Javaクラス・スキー
マ・オブジェクトの名前。 

-user -serviceで指定されたデータベース・インスタンスにログイン
する際のユーザー名を指定します。 

-password -userで指定したユーザー名に対する認証用パスワードを指定し
ます。 

-service セッション・ネームスペースを sess_sh_816でオープンする
データベースを識別する URL。serviceURLの書式は次のとおり
です。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>. 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコン
ピュータです。<lport>は、セッション IIOPをリスニングする
ように設定されているリスナー・ポートです。<sid>は、データ
ベース・インスタンス識別子です。
例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上のデフォルトのインストール用で
す。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 
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-grant PublishedObjectを作成または再公開した後、<user>と <role>
の名前の列に対して読込み権限と実行権限を付与します。再公開
するときに、読込み権限と実行権限を持つ既存のユーザーおよび
ロールを、<user>および <role>の名前で置き換えます。
PublishedObjectの権限を選択して変更するには、sess_sh_816
の chmodコマンドを使用します。CORBAオブジェクトや EJBを
活性化するには、PublishedObjectおよび対応するクラス・スキー
マ・オブジェクトの両方に対する実行権限がユーザー側に必要で
す。ユーザー名およびロール名の列は、間にスペースを入れない
カンマ区切りのリストで表します。

-help ツールの構文を要約表示します。 

-idl IDLインタフェース定義を IFRにロードします。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに IIOPでターゲット・
データベースに接続します。このオプションは、セッション IIOP
なしで構成されているデータベース・サーバーに公開するときに
使用します。 

-replaceIDL 現在、IDLインタフェース定義が IFR内にある場合は、このバー
ジョンに置換します。指定されていない場合、publishコマンド
は IFR内の既存のインタフェースを置換しません。当初は別の
ユーザーが格納したインタフェースでも、-replaceIDLフラグ
によって、IFRにある同じ名前のインタフェースが置換されます。
したがって、ユーザーが別のユーザーのインタフェースを無意識
に上書きする場合があります。

-role 公開の際に使用するロール。デフォルト値はありません。 

-republish 既存の PublishedObjectを置き換えるように publish_816に指
示します。このオプションがないと、publish_816ツールは既
存の名前の公開を拒否します。PublishedObjectが存在していない
場合は、publish_816がその PublishedObjectを生成します。再
公開すると、所有者以外のユーザーの権限は削除されます。再公
開するときに読込みと実行の権限を追加するには -grantオプ
ションを使用します。 

-schema Javaの <class>スキーマ・オブジェクトを含むスキーマ。指定
しない場合、publish_816ツールは起動側のスキーマを使用し
ます。 

-keepcase 通常、デフォルトのスキーマ名は大文字で提供されます。小文字
を含むスキーム名を作成した場合は、-keepcaseオプションを
指定します。 したがって、publish_816 ... -schema 
mySchema -keepcase ...のように指定して実行します。

表表表表 2-3 publish_816ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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publish_816の例を次に示します。

CORBAサーバーの実装である vbjBankTestbank.AccountManagerImplとそのヘル
パー・クラスを、ツール起動側のスキーマで /test/bankMgrとして公開します。 

publish_816 /test/bankMgr vbjBankTestServer.AccountManagerImpl \ 
vbjBankTestServer.AccountManagerHelper \
-user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

remove_816
remove_816ツールは、セッション・ネームスペースから PublishedObjectまたは
PublishingContextを削除します。remove_816は、PublishedObjectと対応付けられている
Javaクラス・スキーマ・オブジェクトは削除しません。このオブジェクトを削除する場合
は、dropjavaを使用してください。 

構文構文構文構文
remove_816 <name> -user <username> -password <password> -service <serviceURL> 
[options]
  [{-d | -describe}]
  [{-h | -help}]
  [-iiop]
  [{-r | -recurse}]
  [-role role]
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version]

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプション
を使用するには、SSL用にデータベースを構成しておく必要があ
り、また、-serviceで SSLリスナー・ポートを指定する必要が
あります。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラ
グを指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文
字列は SIDとみなされます。

-version ツールのバージョンを表示します。 

表表表表 2-3 publish_816ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約ツールの引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 2-4で、remove_816の引数を説明します。 

表表表表 2-4 remove_816の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 削除対象の PublishingContextまたは PublishedObjectの名前。 

-user -serviceで指定されたインスタンスにログインする際のユー
ザー名を指定します。 

-password -userで指定した <username>に対する認証用パスワードを指
定します。 

-service セッション・ネームスペースを sess_sh_816でオープンする
データベースを識別する URL。serviceURLの書式は次のとおり
です。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>. 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコン
ピュータです。<lport>は、セッション IIOPをリスニングする
ように設定されているリスナー・ポートです。<sid>は、データ
ベース・インスタンス識別子です。
例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上のデフォルトのインストール用で
す。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-help ツールの構文を要約表示します。

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに IIOPでターゲット・
データベースに接続します。このオプションは、セッション IIOP
なしで構成されているデータベース・サーバーからの削除を行う
ときに使用します。 

-recurse <name>とその配下の PublishingContextsを再帰的に削除します。
PublishingContextを削除する場合に必要です。 

-role 削除の際に使用するロール。デフォルト値はありません。 

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプション
を使用するには、SSL用のデータベースを構成しておく必要があ
ります。 
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remove_816ツールの使用例を次に示します。

■ /test/testhelloという名前の PublishedObjectを削除します。 

remove_816 /test/testhello -user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

■ /test/etraderという名前の PublishingContextを削除します。 

remove_816 -r /test/etrader -user SCOTT -password TIGER \ 
-service sess_iiop://dlsun164:2481:orcl 

sess_sh_816
sess_sh_816（セッション・シェル）ツールは、データベース・インスタンスのセッショ
ン・ネームスペースとの対話型インタフェースです。sess_sh_816を起動するときにデー
タベース接続引数を指定します。指定することにより、プロンプトが表示され、コマンドを
入力できる状態になります。 

sess_sh_816では、Cシェルなどのシェルからアクセスする UNIXファイル・システムの
ルック・アンド・フィールと同様のものがセッション・ネームスペースに与えられます。次
に、セッション・シェル・コマンドの例を示します。 

ls /alpha/beta/gamma

このセッション・コマンドは、「/alpha/beta/gammaと呼ばれる PublishingContext内の
PublishedObjectsと PublishingContextsをリストする」を意味します。（NTユーザー向けの
注意 : ¥alpha¥beta¥gammaではなく /alpha/beta/gammaとします。）実際、
PublishingContextsを操作するセッション・シェル・コマンドの多くは、対応するディレク
トリ操作用の UNIXシェル・コマンドと同じ名前です。たとえば、mkdir
（PublishingContextを作成）や cd（作業する PublishingContextを変更）などです。 

PublishingContextsおよび PublishedObjectsに対する UNIXスタイルの操作に加えて、セッ
ション・シェルは実行可能プログラムを起動できます。これは Javaスタンドアロン・アプ
リケーション、つまり静的な main()メソッドを持つクラスの実行に似ています。実行可能
ファイルは、loadjavaでロードしておく必要がありますが、公開する必要はありません。
公開は CORBAおよび EJBオブジェクトに対してのみ行います。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラ
グを指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文
字列は SIDとみなされます。

-version ツールのバージョンを表示します。 

表表表表 2-4 remove_816の引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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構文構文構文構文
sess_sh_816 [options] -user <user> -password <password> -service <serviceURL>
  [-d | -describe]
  [-h | -help] 
  [-iiop]
  [-role <rolename>]
  [-ssl]
  [-useServiceName]
  [-version]

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約
表 2-5は、sess_sh_816コマンドライン引数の一覧です。

表表表表 2-5 sess_sh_816引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

-user データベースに接続するためのユーザー名を指定します。 

-password データベースに接続するためのユーザーのパスワードを指定しま
す。 

-service セッション・ネームスペースを sess_sh_816でオープンする
データベースを識別する URL。serviceURLの書式は次のとおり
です。 

sess_iiop://<host>:<lport>:<sid>. 

<host>は、ターゲット・データベースのホストとなるコン
ピュータです。<lport>は、セッション IIOPをリスニングする
ように設定されているリスナー・ポートです。<sid>は、データ
ベース・インスタンス識別子です。
例 : 

sess_iiop://localhost:2481:orcl

この例は、ローカルのマシン上にあるデフォルトのデータベー
ス・インストール用です。 

-describe ツールの操作方法を要約表示します。 

-help ツールの構文を要約表示します。 

-iiop デフォルトのセッション IIOPのかわりに通常の IIOPでターゲッ
ト・データベースに接続します。このオプションは、セッション
IIOPを使用せずに構成されたデータベース・サーバーで使用しま
す。 

-role データベースに渡すロール。デフォルト値はありません。
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sess_sh_816の例を次に示します。

データベース orclのセッション・ネームスペース上のセッション・シェルをホスト
dbserverのリスナー・ポート 2481に対してオープンします。 

sess_sh_816 -user scott -password tiger -service sess_iiop://dbserver:2481:orcl

cdコマンドコマンドコマンドコマンド
cdコマンドは、UNIXシェルの cdコマンドに似ています。これは、作業する
PublishingContextに移動します。 

構文構文構文構文  

cd [path] 

例を次に示します。 

PublishingContextに移動します。 

$ cd /PublishingContext

chmodコマンドコマンドコマンドコマンド
chmodコマンドは、UNIXシェルの chmodコマンドに似ています。PublishingContextまた
は PublishedObjectに対する権限を持つユーザーまたはロールを変更します。読込み、書込
みおよび実行の各権限の詳細は、2-2ページの表 2-1を参照してください。オブジェクトの
所有者のみがその権限を変更できます。 

構文構文構文構文  

chmod  [options] {+|-}{r|w|e} {<user> | <role>} [, {<user> | <role>} ...] \
<objectname>
  [-h | -help] 
  [-version] 

-ssl SSLサーバー認証でデータベースに接続します。このオプション
を使用するには、SSL用のデータベースを構成しておき、SSL
ポートを指定する必要があります。 

-useServiceName URLに SIDではなくサービス名を使用している場合は、このフラ
グを指定する必要があります。指定しない場合、URLの最後の文
字列は SIDとみなされます。

-version コマンドのバージョンを表示します。 

表表表表 2-5 sess_sh_816引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

 表 2-6は、chmodの引数の一覧です。

chmodの例をいくつか次に示します。

■ /alpha/beta/gammaの実行権限を scottと nancyに与えます。 

$ chmod +x scott nancy /alpha/beta/gamma

■ この同じオブジェクトに対する scottの書込み権限を削除します。 

$ chmod -w scott /alpha/beta/gamma

chownコマンドコマンドコマンドコマンド
chownコマンドは、UNIXシェルの chownコマンドに似ています。これは、
PublishingContextまたは PublishedObjectの所有権を変更します。新しく作成された時点で
の PublishingContextまたは PublishedObjectの所有者は、それを公開したユーザーです。
PublishingContextまたは PublishedObjectの所有権を変更するには、SYSであることが必要
です。 

構文構文構文構文  

chown [options] {<user> | <role>} <objectname>
  [-h | -help] 
  [-version] 

表表表表 2-6 chmodの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

+/-rwe <user>または <role>に対して追加（+）または削除（-）する
権限（読込み、書込みまたは実行）を指定します。 

<user> | <role> 権限を増減する対象のユーザーまたはロールを指定します。 

<objectname> 権限が変更される PublishingContextまたは PublishedObjectの名
前を指定します。

-help コマンドの構文を要約表示します。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 
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引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

 表 2-7は、chownの引数の一覧です。

chownの例を次に示します。

scottを /alpha/beta/gammaの所有者にします。 

$ chown scott /alpha/beta/gamma

exitコマンドコマンドコマンドコマンド
exitコマンドは、sess_sh_816を終了します。

構文構文構文構文  

exit

例を次に示します。

セッション・シェルを終了します。 

$ exit
% 

helpコマンドコマンドコマンドコマンド
helpコマンドは、セッション・シェルのコマンド構文の要約を表示します。 

構文構文構文構文  

help 

helpの例を次に示します。

$ help
Commands are of the format <command> [arg1, ar2...]
Intrinsic Commands:

表表表表 2-7 chownの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<user> | <role> 新しい所有者となるユーザーまたはロールを指定します。 

<objectname> 所有者が変更される PublishingContextまたは PublishedObjectの
名前を指定します。

-help コマンドの構文を要約表示します。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 
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    exit           exit the shell
    help           prints this message
    version        print version inforamtion
    pwd            print working directory
    cd             change working directory
    ls             list directory
    ln             link name
    chmod          change read, write or execute permissions on an object
    chown          change an objects owner    
    mkdir          create a directory
    mv             move an object or directory to another location
    rm             remove an object or directory
    lpwd           print local file system working directory 
    publish        publish an object
    republish      republish an object
    java           execute the "main" method on a java class

javaコマンドコマンドコマンドコマンド
javaコマンドは、JDKの javaコマンドに似ています。クラスの静的な main()メソッド
を起動します。loadjavaであらかじめクラスをロードしておく必要があります。（javaコ
マンドで起動されるクラスを公開しても意味がありません。）javaコマンドは、データベー
スで実行される Javaコードをテストするための便利な手段です。特に、javaコマンドは例
外を捕捉し、クラスの標準出力と標準エラー出力をセッション・シェルにリダイレクトし
て、他のコマンド出力の場合と同様に表示します。（データベース内で実行される Javaクラ
スの標準出力と標準エラー出力の通常の出力先は、データベース・サーバー・プロセスの 1
つ以上のトレース・ファイルです。これは読みにくく、また読むためには DBA特権が必要
な場合もあります。） 

構文構文構文構文  

java class [-schema <schema>] [arg1 ... argn] [options]
  [{-h | -help}] 
  [-version] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-8は、javaの引数の一覧です。

表表表表 2-8 javaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

class 実行する Javaクラス・スキーマ・オブジェクトの名前を指定しま
す。 

-schema 実行するクラスを含むスキーマの名前を指定します。デフォルト
は起動側のスキーマです。 
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javaコマンドの例を次に示します。

"Hello from the JServer/ORB"を表示して、引数を表示します。 

package hello;
public class World {
    public World() {
        super();
    }
    public static void main(String[] argv) {
        System.out.println("Hello from the JServer/ORB");
        if (argv.length != 0)
            System.out.println("You supplied " + argv.length + " arguments: ");
            for (int i = 0; i < argv.length; i++)
                System.out.println(" arg[" + i + "] : " + argv[i]);
    }
}

次のようにして実行可能ファイルをコンパイル、ロード、公開および実行します。その際、
ユーザー ID、ホストおよびポートの情報は適宜入れ替えてください。 

% javac hello/World.java
% loadjava -r -user scott/tiger@localhost:2481:orcl hello/World.class
% sess_sh_816 -user scott -password tiger -service sess_iiop://localhost:2481:orcl
$ java testhello alpha beta
Hello from the JServer/ORB
You supplied 2 arguments:
arg[0] : alpha
arg[1] : beta
$

lnコマンドコマンドコマンドコマンド
ln（link ）コマンドは、UNIXシェルの lnコマンドに似ています。これは、
PublishingContextまたは PublishedObjectのシノニムです。lnコマンドを使用すると、
PublishingContextまたは PublishedObjectを移動したときに、PublishingContextまたは
PublishedObjectへの古い参照が無効になるのを防止できます（2-17ページの「mvコマン
ド」を参照してください）。古い名前でリンクを作成すると、新旧の名前でオブジェクトに
アクセスできます。 

arg1 ... argn クラスの main()メソッドに渡す引数。 

-help コマンドの構文を要約表示します。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 

表表表表 2-8 javaの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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構文構文構文構文  

ln <object> <link>

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-9は、lnの引数の一覧です。 

lnコマンドの例を次に示します。 

オブジェクトの名前が newに変更されても、oldでそのままアクセスできます。 

$ mv old new
$ ln new old

lpwdコマンドコマンドコマンドコマンド
lpwd（local print working directory）コマンドは、セッション・シェルの外部で pwdを実
行した場合と同じように、作業ディレクトリの名前を表示します。 

構文構文構文構文  

lpwd

作業ディレクトリの名前を表示する lpwdコマンドの例を次に示します。

$ lpwd
/home/usr/billc

lsコマンドコマンドコマンドコマンド
ls（list）コマンドは、UNIXシェルの lsコマンドがディレクトリの内容を表示するのと同
じように、PublishingContextsの内容を表示します。 

構文構文構文構文  

ls [options] [{<pubcon> | <pubobj} [{<pubcon> | <pubobj}] ...] 
  [-dir]
  [-h | -help]
  [-l] 

表表表表 2-9 lnの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object> リンクを作成する PublishingContextまたは PublishedObjectの名
前。 

<link> シノニム。これにより、<object>も識別されます。 
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  [-ld | ldir]
  [-R]
  [-version] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-10で、lsの引数を説明します。
 

lsコマンドの例を次に示します。

ルートの PublishingContextの内容をショート形式で表示します。

$ ls /
bin/
etc/
test/

ルートの PublishingContextの内容をロング形式で表示します。 

$ ls -l /
Read    Write   Exec      Owner   Date   Time   Name      Schema    Class     Helper 
PUBLIC  SYS     PUBLIC    SYS     Dec 14 14:59  bin/ 
PUBLIC  SYS     PUBLIC    SYS     Dec 14 14:59  etc/ 
PUBLIC  PUBLIC  PUBLIC    SYS     Dec 14 14:59  test/ 

表表表表 2-10 lsの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<pubcon> | <pubobj> リストする PublishingContextや PublishingObjectの名前。デ
フォルトは、作業中の PublishingContextです。 

-dir PublishingContextsのみを表示します。UNIXの ls -dコマンド
に似ています。 

-help コマンドの構文を要約表示します。

-l ロング（詳細）形式で内容を表示します。ロング形式には、名前、
作成日時、所有者および権限が含まれます。PublishedObjectsに
ついては、このオプションはクラス、スキーマおよびヘルパーも
表示します。 

-ldir ロング形式で PublishingContextsをリストし、PublishingObjects
を無視します。UNIXの ls -ldコマンドに似ています。

-R 再帰的にリストします。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 
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/testの PublishingContextの内容をロング形式で表示します。 

$ ls -l test 
Read  Write Exec  Owner Date   Time  Name Schema Class                   Helper 
SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT Dec 14 16:32 bank SCOTT  Bank.AccountManagerImpl Bank.AccountManagerHelper 

mkdirコマンドコマンドコマンドコマンド
mkdirコマンドは、UNIXシェルの mkdirコマンドに似ており、PublishingContextを生成
します。mkdirを使用する場合は、ターゲットの PublishingContextに対する書込み権限が
必要です。 

構文構文構文構文  

mkdir [options] <name>
 [-path] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-11で、mkdirの引数を説明します。
 

mkdirコマンドの例を次に示します。

/test/alphaという PublishingContextを作成します（/testが存在します）。 

mkdir /test/alpha

/test/alpha/beta/gammaという PublishingContextを作成します
（/test/alpha/betaは存在しません）。 

$ mkdir -path /test/alpha/beta/gamma

mvコマンドコマンドコマンドコマンド
mvコマンドは、UNIXシェルの mvコマンドに似ています。 

構文構文構文構文  

mv <old> <new>

表表表表 2-11 mkdirの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 作成する PublishingContextの名前。

-path 中間 PublishingContextsが存在していない場合にそれを作成しま
す。
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mvコマンドの例を次に示します。

/test/fooの名前を /test/barに変更します。

$ mv /test/foo /test/bar

publishコマンドコマンドコマンドコマンド
publishコマンドは、PublishingContext内での PublishedObjectの生成や置換（再公開）
を行います。公開されている Javaクラス・スキーマ・オブジェクトを更新する場合は再公
開する必要はありません。再公開は、PublishedObjectの属性を変更する場合にのみ実行し
ます。公開するには、書込み先の PublishingContextに対する書込み権限が必要です。再公
開する場合も、PublishedObjectに対する書込み権限が必要です。 

構文構文構文構文  

publish <name> <class> <helper> [options] 
  [{-e | -executable}] 
  [{-g | -grant} {<user> | <role>}[,{<user> | <role>} ... ]]
  [{-h | -help}] 
  [-republish] 
  [-schema <schema>]
  [-version] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-12は、publishコマンドの引数の一覧です。 

表表表表 2-12 publishコマンドの引数の要約コマンドの引数の要約コマンドの引数の要約コマンドの引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<name> 作成または再公開される PublishedObjectの名前。
PublishingContextsは必要な場合に生成されます。 

<class> <name>に対応するクラス・スキーマ・オブジェクトの名前。 

<helper> <class>の narrow()メソッドを実装する Javaクラス・スキー
マ・オブジェクトの名前。 

-grant PublishedObjectを作成または再公開した後、<user>と <role>
の名前の列に対して読込み権限と実行権限を付与します。再公開
するときに、読込み権限と実行権限を持つ既存のユーザーおよび
ロールを、<user>および <role>の名前で置き換えます。
PublishedObjectの権限を選択して変更するには、session shellの
chmodコマンドを使用します。CORBAオブジェクトや EJBを活
性化するには、PublishedObjectおよび対応するクラス・スキー
マ・オブジェクトの両方に対する実行権限がユーザー側に必要で
す。
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publishコマンドの例を次に示します。

コマンド起動ユーザーのスキーマで、CORBAサーバーの実装である
Bank.AccountManagerImplとそのヘルパー・クラスを /test/bankとして公開します。

$ ls -l /test
$ publish /test/bank Bank.AccountManagerImpl Bank.AccountManagerHelper 
$ ls -l /test 
Read  Write Exec  Owner Date   Time  Name  Schema Class                   Helper 
SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT Dec 14 16:32 bank  SCOTT  Bank.AccountManagerImpl Bank.AccountManagerHelper 

pwdコマンドコマンドコマンドコマンド
pwdコマンドは、作業中の PublishingContextの名前を表示します。このコマンドは、
UNIXシェルの pwdコマンドに似ています。 

構文構文構文構文  

pwd 

pwdコマンドの例を次に示します。

$ pwd
/test/alpha

rmコマンドコマンドコマンドコマンド
rm（remove）コマンドは、 UNIXシェルの rmコマンドに似ています。PublishedObjectま
たは PublishingContextを、その内容も含めて削除します。オブジェクトを削除するには、
オブジェクトが含まれている PublishingContextに対する書込み権限が必要です。 

-help コマンドの構文を要約表示します。 

-republish 既存の PublishedObjectを置き換えるように publishに指示しま
す。このオプションがないと、publishコマンドは既存の名前の
公開を拒否します。PublishedObjectは、存在していなければ生成
されます。再公開すると、所有者以外のユーザーの権限は削除さ
れます。再公開するときに読込みと実行の権限を追加するには
-grantオプションを使用します。 

-schema Javaの <class>スキーマ・オブジェクトを含むスキーマ。指定
しない場合、このコマンドは起動側のスキーマを使用します。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 

表表表表 2-12 publishコマンドの引数の要約コマンドの引数の要約コマンドの引数の要約コマンドの引数の要約 （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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構文構文構文構文  

rm [options] <object> ... <object>
  [{-h | -help}] 
  [-r]
  [-version] 

引数の要約引数の要約引数の要約引数の要約  

表 2-13で、rmの引数を説明します。
 

rmコマンドの例を次に示します。

PublishedObjectの /test/bankを削除します。

rm /test/bank

PublishingContextの /test/release3とそこに含まれているすべてを削除します。 

rm -r /test/release3

versionコマンドコマンドコマンドコマンド
versionコマンドは、sess_sh_816ツールのバージョンを表示します。 

構文構文構文構文  

version

versionコマンドの例を次に示します。

セッション・シェルのバージョンを表示します。 

$ version
1.0

表表表表 2-13 rmの引数の要約の引数の要約の引数の要約の引数の要約 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

<object> 削除対象の PublishedObjectまたは PublishingContextの名前。

-help コマンドの構文を要約表示します。

-R <object>を PublishingContextとして解釈します。そのオブ
ジェクトと内容を再帰的に削除します。 

-version コマンドのバージョンを表示します。 
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